
○下記以外にも多数の入賞者が出ておりますが、紙面の都合により、全ての入賞者の氏名を掲載することができませんでした。お詫び申し上げます。

コンクール名・部門 順位・賞 氏名 楽器 学年
ピアノ
第78回日本音楽コンクール　ピアノ部門 第１位・野村賞、井口賞、河合賞、三宅賞、岩谷賞 伊藤　伸 ピアノ 研１
第63回全日本学生音楽コンクール全国大会 入選 杉野　沙瑶子 ピアノ 高２
第63回全日本学生音楽コンクール東京大会 入選 斎藤　芹香 ピアノ 高２
第63回全日本学生音楽コンクール東京大会 入選 橋本　健太郎 ピアノ 高２
第63回全日本学生音楽コンクール東京大会 入選 谷貝　育根 ピアノ 高３
2009年 クレドールコンクール　（フランス） 第１位 佐久間　晃子 ピアノ 07年 大学卒
第４回ヴァルベルグ国際連弾コンクール　（フランス） 優勝 河村　晋吾 ピアノ 07年 大学卒

佐久間　晃子 ピアノ 07年 大学卒
第19回バルレッタ市若い音楽家のための国際音楽コンクール　ピアノ Fカテゴリー　（イタリア） 最高１位 川岸　梨絵 ピアノ 05年 高校卒
第51回ハエン国際ピアノコンクール　（スペイン） 第２位 犬飼　新之介 ピアノ 06年 研究生修了
第３回ポーランド国際音楽祭コンクール　（ポーランド） 第３位 佐久間　晃子 ピアノ 07年 大学卒
日本ショパンピアノコンクール2010 第１位 宮崎　翔太 ピアノ 大２
日本ショパンピアノコンクール2010 第２位 石井　楓子 ピアノ 高３
第６回安川加壽子記念コンクール 第２位 見崎　清水 ピアノ 大３
第７回東京音楽コンクール　ピアノ部門 第３位 花田　えり佳 ピアノ 09年 研究生修了
第14回コンセール・マロニエ２１　ピアノ部門 第３位 見崎　清水 ピアノ 大３

紫綬褒章	 堤　剛（学長・チェロ）

日本芸術院会員	 堤　剛（学長・チェロ）

第20回	出光音楽賞	 三浦　文彰（ヴァイオリン・高２）

	 宮田　大（チェロ・2008ソリスト・ディプロマ修了）

第11回	ホテルオークラ音楽賞	 南　紫音（ヴァイオリン・大２）

2009年度　桐朋学園音楽部門特別奨学生
　ソリスト・ディプロマ３年　青木　尚佳（ヴァイオリン）

　大学２年　　　　　　　　　片桐　由里亜（ピアノ）

2010年度　仙川キャンパス特待生
　ソリスト・ディプロマ２年　郷古　廉（ヴァイオリン）

2010年度　桐朋学園大学音楽学部 ｢チェロアンサンブル・サイトウ｣ 奨学生
　大学１年　　　　　　　　　村井　智（チェロ）

　大学１年　　　　　　　　　三井　静（チェロ）

2010年度　桐朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学金規程による奨学生
　高校１年　　　　　　　　　反田　恭平（ピアノ）

　高校１年　　　　　　　　　石田　啓明（ピアノ）

　高校１年　　　　　　　　　五十嵐　薫子（ピアノ）

　高校１年　　　　　　　　　笹沼　　樹（チェロ）

奨学生・特待生（学年は本年度）

顕　彰（学年は受賞時）　・昨年度（2009年 4 月～2010年 3 月）の分です。

コンクール入賞者（学年は受賞時）　・昨年度（2009年 4 月～2010年 3 月）の分です。
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コンクール名・部門 順位・賞 氏名 楽器 学年
第28回飯塚新人音楽コンクール　ピアノ部門 第３位 宮崎　翔太 ピアノ 大２
第33回ピティナ・ピアノコンペティション　特級　 銅賞 ロー　磨秀 ピアノ 大２
第33回ピティナ・ピアノコンペティション　２台ピアノ上級Ａ 奨励賞 木村　和裕 ピアノ 研２

伊藤　優 ピアノ 研２
第４回東京芸術センター記念ピアノコンクール 銀賞 寺元　嘉宏 ピアノ 大４
第５回ルーマニア国際音楽コンクール　ピアノ部門 第２位／ルーマニア政府観光賞 南部　由貴 ピアノ 大４
第５回ルーマニア国際音楽コンクール　ピアノ部門 第３位 荒川　七瀬 ピアノ 大３
第３回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 派遣コンクール 金賞 有島　京 ピアノ 高３
第３回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 派遣コンクール 金賞 宮崎　翔太 ピアノ 大２
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　コンチェルトB部門 銅賞 稲垣　歩 ピアノ 大３
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　コンチェルトB部門 奨励賞 倉田　莉奈 ピアノ 大２
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　コンチェルトC部門 奨励賞 藤谷　美舞 ピアノ 大３
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　高校生部門 金賞 伊東　由貴 ピアノ 高１
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　高校生部門 銅賞 小森　野枝 ピアノ 高２
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　大学生部門 銀賞 田山　仁深 ピアノ 大１
第11回ショパン国際コンクール in ASIA アジア大会　大学生部門 奨励賞 藤原　亜利奈 ピアノ 大２
多摩フレッシュ音楽コンサート2009　ピアノ部門 第１位 宮澤　尚子 ピアノ 研１
多摩フレッシュ音楽コンサート2009　ピアノ部門 第２位 寺元　嘉宏 ピアノ 大４
第１回東京ピアノコンクール　大学部門 第１位 齋藤　瑛 ピアノ 大４
第１回東京ピアノコンクール　大学部門 第２位 酒井　麻里 ピアノ 大４
第１回東京ピアノコンクール　大学部門 第３位 遠藤　拓弥 ピアノ 大４
第１回東京ピアノコンクール　高校部門 第４位 小森　野枝 ピアノ 高２
第27回ソレイユ音楽コンクール　ピアノ部門 第１位、音楽現代新人賞 佐藤　雄紀 ピアノ カレッジ・ディプロマ１
第27回ソレイユ音楽コンクール　ピアノ部門 第３位、審査員奨励賞 小澤　かおり ピアノ 大４
第２回　国際ヤングピアニストコンクール　F部門 第３位・奨励賞 藤松　幸 ピアノ 大３
第34回全国町田ピアノコンクール　E部門 第２位 石川　友香里 ピアノ 高１
第34回全国町田ピアノコンクール　E部門 第３位 和山　優香 ピアノ 高２
第10回21世紀ピアノ・コンクール　ソロ部門 第３位 小澤　かおり ピアノ 大４
第11回P.I.A Japan 音楽コンクール　Bクラス 第１位 添田　美月 ピアノ 大４
第11回日本演奏家コンクール　ピアノ部門　高校の部 第２位 小森　野枝 ピアノ 高２
第11回日本演奏家コンクール　ピアノ部門　大学生の部 第３位 荒井　美沙樹 ピアノ 大１
第17回全日本ジュニアクラシックコンクール 大学生の部 第３位 松岡　杏奈 ピアノ 大２
第14回ペトロフピアノコンクール　大学・一般部門 第２位（１位なし） 田辺　晃一 ピアノ 大１
第14回ペトロフピアノコンクール　大学・一般部門 第４位 岡㟢　百合子 ピアノ 大４
第14回ペトロフピアノコンクール　大学・一般部門 第４位 金井　裕 ピアノ 大４
第６回ブルクハルト国際音楽コンクール　ピアノ部門 第１位 野上　真梨子 ピアノ 高３
第22回レ・スプレンデル音楽コンクール　ピアノ部門 第４位 田淵　紗恵子 ピアノ 大４
第22回レ・スプレンデル音楽コンクール　ピアノ部門 審査員賞 山本　弥香 ピアノ 大２
第18回ちば音楽コンクール　E部門 第１位 岡田　泉 ピアノ 高２
第18回ちば音楽コンクール　F部門 第２位 荒川　七瀬 ピアノ 大３
第20回彩の国・埼玉ピアノコンクール　Ｆ部門 銅賞、彩の国・埼玉ピアノコンクール賞 荒井　美沙樹 ピアノ 大１
第10回大阪国際音楽コンクール　ピアノ部門　Age-G 第２位 油木　奈緒子 ピアノ 08年 研究生修了
第10回大阪国際音楽コンクール　ピアノ部門　Age-H 第３位 市川　知佳 ピアノ 高３
第10回大阪国際音楽コンクール　ピアノ連弾部門 第３位 中村　愛 ピアノ 大２
アジア国際音楽コンクール　高校生部門 第２位 田中　英明 ピアノ 高３
YBP国際コンクール　高校生部門 第２位 市川　知佳 ピアノ 高３
第３回全日本芸術コンクール　関東ピアノ・中３・高校生の部 第３位 大江　里奈 ピアノ 高３
第43回TIAA全日本クラシック音楽コンサート 審査員賞 原　佳奈子 ピアノ 大４
第22回市川市文化振興財団新人演奏家コンクール 優秀賞 平川　恵里 ピアノ 研１
第25回かながわ音楽コンクール　シニアピアノ部門 第１位 伊藤　優里 ピアノ 大２
第３回エレーナ・リヒテル国際ピアノコンクール　大学・一般部門 第２位 古澤　歌歩子 ピアノ 大２
第３回ベーテンピアノコンクール　高校生の部 第１位 小森　野枝 ピアノ 高２
第３回横浜国際音楽コンクール　アンサンブル部門　2台ピアノの部 第１位、グランプリ 山本　悠加 ピアノ 03年 高校卒

山本　彩加 ピアノ 07年 高校卒
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コンクール名・部門 順位・賞 氏名 楽器 学年
第３回横浜国際音楽コンクール　アンサンブル部門　2台ピアノの部 第３位 佐藤　麻香 ピアノ 研１

水澤　未来 ピアノ 研１
第３回横浜国際音楽コンクール　ピアノ部門　高校の部 第３位 小森　野枝 ピアノ 高２
第３回横浜国際音楽コンクール　ピアノ部門　高校の部 第４位 坂本　里沙子 ピアノ 高１
第８回ひろば賞コンクール ピアノ部門賞 永島　沙也加 ピアノ 大４
第９回アールンピアノコンクール　E級 第２位 小森　野枝 ピアノ 高２
ロゼピアノコンクール　2010　学生の部B 第１位 小寺　晶 ピアノ 高３
ロゼピアノコンクール　2010　学生の部B 第１位 新井　沙紀子 ピアノ 高３
ロゼピアノコンクール　2010　一般の部B 第１位 渡辺　伶奈 ピアノ 大４
ロゼピアノコンクール　2010　一般の部B 第２位 栗田　樹 ピアノ 大４
第20回吹田音楽コンクール　ピアノ部門ソロ 審査員奨励賞 小林　さくら ピアノ 大３
第７回石川県NOTOピアノコンクール　F部門 最優秀賞 宮澤　尚子 ピアノ 研１
第47回北九州芸術祭　クラシックコンサート 優秀賞 末永　龍一 ピアノ 大３
第47回北九州芸術祭　クラシックコンサート 市議会議長賞 荒添　真実 ピアノ 高２
弦楽器
ハノーバー国際ヴァイオリン・コンクール（ドイツ） 優勝 三浦　文彰 ヴァイオリン 高２
第78回日本音楽コンクール　ヴァイオリン部門 第１位／レウカディア賞／鷲見賞／黒柳賞 青木　尚佳 ヴァイオリン ソリスト・ディプロマ２
第78回日本音楽コンクール　ヴァイオリン部門 第２位／E・ナカミチ賞 成田　達輝 ヴァイオリン 高３
第63回全日本学生音楽コンクール全国大会 第２位 石原　悠企 ヴァイオリン 高１
第63回全日本学生音楽コンクール全国大会 第３位 宮川　奈々 ヴァイオリン 高３
第７回東京音楽コンクール　弦楽器部門 第１位 大島　亮 ヴィオラ 05年 研究生修了
第７回東京音楽コンクール　弦楽器部門 第３位・聴衆賞 寺内　詩織 ヴァイオリン 大２
第２回宗次エンジェルヴァイオリンコンクール 第１位 富井　ちえり ヴァイオリン 高３
第３回横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　高校の部 第３位 外園　彩香 ヴァイオリン 高３
第３回横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　大学の部 第１位 叶澤　尚子 ヴィオラ 大４
第10回大阪国際音楽コンクール　コンチェルトオーディション 第２位 入江　真歩 ヴァイオリン 高１
第15回KOBE国際音楽コンクール　B部門（中・高生）弦楽器部門 優秀賞 森園　康香 ヴァイオリン 高２
第６回ブルクハルト国際音楽コンクール 奨励賞 廣野　夏子 ヴァイオリン 大２
第19回日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門高校男子の部 第２位（グランプリ該当なし） 石原　悠企 ヴァイオリン 高１
第19回日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門高校女子の部 第４位 島村　絢沙 ヴァイオリン 高３
第11回洗足学園ジュニア音楽コンクール 第３位・奨励賞 小池　彩夏 ヴァイオリン 高２
第55回鎌倉市小・中・高学生音楽コンクール　ヴァイオリン・高等学校部門 第１位 山縣　郁音 ヴァイオリン 高３
第55回鎌倉市小・中・高学生音楽コンクール　ヴァイオリン・高等学校部門 第３位 大江　沙耶 ヴァイオリン 高１
ロストロポービッチ･コンクール（フランス） 優勝 宮田　大 チェロ 08年 ソリスト・ディプロマ修了
第９回泉の森ジュニアチェロコンクール　高校生以上の部 金賞 三井　静 チェロ 高３
第９回泉の森ジュニアチェロコンクール　高校生以上の部 銀賞 川岡　光一 チェロ 大１
第９回泉の森ジュニアチェロコンクール　高校生以上の部 銅賞 山本　宙音 チェロ 高３
多摩フレッシュ音楽コンサート2009　弦楽器部門 第２位 松本　亜優 チェロ 高３
第11回日本演奏家コンクール　弦楽器部門　大学生の部 第３位 白井　菜々子 コントラバス 大２
管楽器
第14回フルートコンベンション2009 アンサンブル部門 銅賞 渥美　友香 フルート 大３

奥野　由紀子 フルート 大３
粉名内　美穂 フルート 大３
竹森　ゆきえ フルート 大３

第19回日本クラシック音楽コンクール　木管楽器部門　シニア　女子の部 第３位 高橋　舞 オーボエ 大３
第７回東京音楽コンクール　木管部門 第１位 极木　亜裕美 クラリネット 大４
第14回コンセール・マロニエ２１　木管部門 第３位 极木　亜裕美 クラリネット 大４
第３回横浜国際音楽コンクール　管楽器部門　一般の部 第３位 芳野　亜美 クラリネット 研１
第14回JILA音楽コンクール　管楽器部門 第１位 内田　朋恵 クラリネット 研１
第26回日本管打楽器コンクール　ホルン部門 第４位 木村　俊介 ホルン 研２
打楽器
第14回JILA音楽コンクール 　マリンバ部門 第１位 篠㟢　陽子 マリンバ 08年 大学卒
ハープ
第５回ルーマニア国際音楽コンクール　弦楽器部門 奨励賞 齋藤　絢子 ハープ 09年 研究生修了
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2010（平成22）年度 桐朋学園音楽部門入学試験結果

区　分 募集人数 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数

桐朋学園大学「一般」 　₇₅ ₁₈₉ ₁₈₇ ₁₁₄ 　₉₃
桐朋学園大学「指定校推薦」 　₆₀ 　₈₆ 　₈₆ 　₈₆ 　₈₅
桐朋学園大学「一般推薦」 　₁₅ 　₁₉ 　₁₉ 　₁₆ 　₁₆

合　計 ₁₅₀ ₂₉₄ ₂₉₂ ₂₁₆ ₁₉₄
桐朋学園大学「編入」 ／ 　　₂ 　　₂ 　　₂ 　　₂
桐朋女子高等学校音楽科「一般」 　₉₀ 　₈₅ 　₈₅ 　₈₂ 　₈₂
桐朋女子高等学校音楽科「一般推薦」 　₁₀ 　　₂ 　　₂ 　　₂ 　　₂

合　計 ₁₀₀ 　₈₇ 　₈₇ 　₈₄ 　₈₄
研究生「1」 ／ ₁₀₀ ₁₀₀ 　₆₉ 　₆₃
　　　 「2」（継続） ／ 　₇₅ 　₇₅ 　₇₁ 　₆₁
　　　 「3」 ／ 　₃₀ 　₃₀ 　₂₀ 　₁₉

合　計 ／ ₂₀₅ ₂₀₅ ₁₆₀ ₁₄₃
ソリスト・ディプロマ・コース「新規」 ／ 　　₅ 　　₅ 　　₂ 　　₂
　　　　　　　　　　　　　　 「継続」 ／ 　　₇ 　　₇ 　　₇ 　　₇
カレッジ・ディプロマ・コース「新規」 ／ 　₄₁ 　₄₁ 　₃₁ 　₂₈
　　　　　　　　　　　　　　 「継続」 ／ 　₂₈ 　₂₈ 　₂₈ 　₂₇

合　計 ／ 　₈₁ 　₈₁ 　₆₈ 　₆₄
科目等履修生「一般」 ／ 　₂₁ 　₂₁ 　₂₁ 　₂₀
科目等履修生「指揮」 ／ 　₂₀ 　₁₉ 　₁₆ 　₁₄
科目等特別履修生 ／ 　　₁ 　　₁ 　　₁ 　　₁

コンクール名・部門 順位・賞 氏名 楽器 学年
声楽
第14回JILA音楽コンクール　声楽部門 第２位 河原　香織 声楽 09年 研究生修了
第27回ソレイユ音楽コンクール 入選 坂下　忠弘 声楽 07年 研究生修了
作曲
第26回名古屋文化振興賞 作曲部門 入選 木村　裕 作曲 研３
Vienna Instruments ストリングス・アレンジ・コンテスト 優秀賞 面川　倫一 作曲 大４
室内楽
第５回ルーマニア国際音楽コンクール　アンサンブル部門 第１位 三又　瑛子 ピアノ 研２

崎谷　直人 ヴァイオリン 08年 ソリスト・ディプロマ在
新倉　瞳 チェロ 研２

音楽教室生
コンクール名 部門・受賞内容 氏名 教室 学年

第11回ヴェイニャフスキ青少年ヴァイオリン国際コンクール 17歳以下の部　第１位 服部　百音 仙川 小４
第63回全日本学生音楽コンクール　全国大会 ピアノ部門 中学校の部　第１位 石田　啓明 仙川 中３
　　　　　　　　　 〃 ピアノ部門 中学校の部　第２位 反田　恭平 仙川 中３
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 小学校の部　第３位 小林　香音 仙川 小６
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 小学校の部　入選 齋藤　碧 仙川 小６
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 小学校の部　入選 小林　絵美里 仙川 小４
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 小学校の部　入選 村尾　隆人 市川 小６
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 中学校の部　第１位 山根　一仁 横浜 中２
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 中学校の部　入選 高木　凜々子 仙川 中１
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 中学校の部　入選 城所　素雅 横浜 中３
　　　　　　　　　 〃 ヴァイオリン部門 中学校の部　入選 土岐　祐奈 仙川 中３
第９回泉の森ジュニアチェロコンクール 小学生の部　金賞 野口　朔 仙川 小６
　　　　　　　　　 〃 小学生の部　銅賞 西條　貴登 仙川 小６
　　　　　　　　　 〃 中学生の部　金賞 濱田　遥 仙川 中１

● 仙川キャンパス

● 富山キャンパス
区　分 募集人数 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数

桐朋学園大学院大学 ₁₀ ₂₃ ₂₂ ₁₂ ₁₂
科目等履修生 ／ 　₀ 　₀ 　₀ 　₀
桐朋オーケストラ・アカデミー ／ ₇₉ ₇₇ ₄₄ ₄₁

��
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