
以下の通り、各賞を設定し、授与させていただきます。

対象演奏形態 賞名 評価点 授与される物

最優秀賞★ 特に評価が高かった 賞状･トロフィー(大)

優秀賞★ 評価が高かった 賞状･トロフィー

審査員特別賞 優秀賞の次点 賞状･盾(大)

金賞 審査員特別賞の次点 賞状･金メダル

銀賞 金賞の次点 賞状･銀メダル

銅賞 銀賞の次点 賞状･銅メダル

ピアノソロ演奏のみ 努力賞 特に努力の成果が発揮された 賞状･盾

リトルピアニスト賞 初出場にも関わらず立派に演奏できた

シャンテ賞 心をこめて、歌うように演奏ができた

ピアノソロ演奏を含む全ての演奏 グッドサウンド賞 リズムにのって楽しく演奏できた
(順位は関係ありません)

パッショナート賞 元気良くパワーあふれる演奏ができた

テクニカル賞 技術的に難しい曲にチャレンジして演奏できた

ドルチェ賞 かわいらしく演奏できた

プレスト賞 速いテンポで演奏できた

ﾘﾚｰｺﾝｻｰﾄ2021　受賞結果について

ピアノソロ演奏のみ

ピアノソロ演奏を含む全ての演奏

賞状･記念品

★最優秀賞は1人1回しか受賞できません

★優秀賞は2回連続で受賞できません



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. 出演者名 受賞結果 授与される物 曲目/作曲者名

のりもの/高橋　正夫
きらきらぼし/モーツァルト

さんぞくのうた/ポーランドの曲
みんなでうたおう/ヤマハ曲
てんしのうた/ドイツの曲
もりのおんがくかい/スウェーデンの曲
はずんだボール/田丸　信明
さぁ､ ワルツを踊ろう /ギロック
女王様のメヌエット/ギロック
おもちゃのダンス/ギロック
かえるのうた/ドイツ民謡
おはなばたけで/ヤマハ曲

インディアンのたいこ/ヤマハ曲
おかあさんのおへんじ/バイエル

インディアンのたいこ/ヤマハ曲
ぶとうかい/ウェーバー

インディアンのおどり/コルトー
ゆかいなまきば/アメリカ民謡
メヌエット/クーリーガー
骸骨達の陽気な行進/平吉　毅州
真夜中のふくろう/William Gillock
楽しい休日/William Gillock

審査員特別賞 賞状･盾

優秀賞 賞状･トロフィー

最優秀賞 賞状･トロフィー

リトルピアニスト賞 賞状･記念品

リトルピアニスト賞 賞状･記念品

恒川　紘希

徳弘　佳穂

北岡　寛月

秋山　瑞来

西田　圭吾

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

原田　陽広

中西　凜

有田　隆一郎

宮本　都希

銅賞

リトルピアニスト賞

銀賞

ドルチェ賞

優秀賞

朝川　澪

神辺　紗奈

土井　壮太

ﾘﾚｰｺﾝｻｰﾄ2021　第1部　受賞結果

名探偵コナン～メイン･テーマ～/大野　克夫

リトルピアニスト賞①

②

審査員特別賞

中渡瀬　華杏

加藤　杏

時兼　凛

東松　成美

山本　慶

廣瀬　咲良

優秀賞

テクニカル賞

審査員特別賞

金賞

リトルピアニスト賞

ドルチェ賞

銅賞

リトルピアニスト賞

リトルピアニスト賞

リトルピアニスト賞

③

④

鈴山　明紗

土井　杏音

⑤

⑥

合田　瑛貴

奥田　唯花

⑦

⑧

⑨

➉

⑰

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

ガラスのくつ/William Gillock

ガラスのくつ/William Gillock

ミッキーマウス・マーチ/ジミー・ドッド

摩訶不思議アドベンチャー/いけたけし

ドラゴンクエストⅦ 序曲のマーチ/すぎやまこういち

レット イット ゴー ありのままで/Kristen Anderson-Lopez&Robert Lopez

ゆうしゃよ いそげ!!/すぎやまこういち

おもちゃのアヒル/ギロック

賞状･記念品

となりのトトロ/久石　譲

インディアンのたいこ/ヤマハ曲

賞状･記念品

賞状･記念品

賞状･記念品

賞状･トロフィー

賞状･記念品

賞状･トロフィー

賞状･記念品

賞状･銀メダル

賞状･記念品

賞状･銅メダル

賞状･銅メダル

賞状･記念品

賞状･金メダル

賞状･盾

賞状･記念品

賞状･盾



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. 出演者名 受賞結果 授与される物 曲目/作曲者名

ポーランドのおどり/外国の曲
人魚のうた/ウェーバー
かっこう/ドイツ曲
パリの花売り少女/ギロック

小さな羊飼い/ギロック
まつり(秋)～組曲｢四季｣より～/佐々木　宏子

ライオンの大行進/サン＝サーンス
タンポポがとんだ/平吉　毅州

Dance of the Toys/William Gillock
French Doll/William Gillock

Dance of the Toys/ギロック
ビビディ･バビディ･ブー/アル・ホフマン＆マック・デビッド

サーカスを見に行って…/William Gillock

おどけもののおどり/N.リムスキー=コルサコフ

ドイツのおどり/ベートーヴェン

踏まれた猫の逆襲/平吉　毅州

バガテル/ディアベリ

賞状･記念品

テクニカル賞 賞状･記念品

銅賞

おもちゃのダンス/ギロック

わたしのこころ/久石　譲

晴れたら海辺で/春畑　セロリ

フラメンコ/ギロック

トルコ行進曲/ベートーヴェン

賞状･銅メダル

アラベスク/ブルグミュラー

荒木　結菜

㉓

㉔

㉕

おともだち/F.X.クワタル

メリーゴーランド/ドイツの曲

紡ぎ歌/エルメンライヒ

舞曲/ギロック

優美/ブルクミュラー

ウィンナー ワルツ/ギロック

㉒ 岡本　彩加 審査員特別賞 賞状･盾

鶴田　ひより

⑱ 木下　菜月 審査員特別賞 賞状･盾

辻本　笙悟

⑳ 箕　真結子 グッドサウンド賞 賞状･記念品

㉑ 中橋　美結 優秀賞 賞状･トロフィー

グッドサウンド賞

⑲ 坂田　絢菜 優秀賞 賞状･トロフィー

⑯ 小崎　玲衣 審査員特別賞 賞状･盾

⑰ 吉迫　亜衣 グッドサウンド賞 賞状･記念品

⑭ 安達　心結 銀賞 賞状･銀メダル

⑮ 山田　和弥 グッドサウンド賞 賞状･記念品

⑫ 野田　紗恵里 最優秀賞 賞状･トロフィー

⑬ 久堀　叶愛 金賞 賞状･金メダル

➉ 角張　そら リトルピアニスト賞 賞状･記念品

⑪ ウー　万梨奈 優秀賞 賞状･トロフィー

⑧ 松永　唯花 グッドサウンド賞 賞状･記念品

⑨ 松嵜　貴弘 審査員特別賞 賞状･盾

⑥ 榮村　真結 努力賞 賞状･盾

⑦ 荻野　希 努力賞 賞状･盾

④ 二見　采佳 グッドサウンド賞 賞状･記念品

⑤ 二見　鴻佑 テクニカル賞 賞状･記念品

② 田中　薫 グッドサウンド賞 賞状･記念品 Day Dreams/ギロック

③ 松木　秀仁 リトルピアニスト賞 賞状･記念品

ﾘﾚｰｺﾝｻｰﾄ2021　第2部　受賞結果

① 鈴山　冬真 パッショナート賞 賞状･記念品 名探偵コナンメイン･テーマ/大野　克夫



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. 出演者名 受賞結果 授与される物 曲目/作曲者名

プレリュード 二短調/Catherine Rollin
骸骨達の陽気な行進/平吉　毅州

想い出/平吉　毅州 
幻の騎士/ギロック

初めての悲しみ/Catherine Rollin
プレリュード ロ短調/Catherine Rollin

メヌエット ト長調 BWV Anh.114/バッハ

真夜中の火祭/平吉　毅州

金賞 賞状･金メダル

⑳ 鈴木　蒼士 ドルチェ賞 賞状･記念品 エリーゼのために/ベートーヴェン

メヌエット ト長調/バッハ

㉑ 赤松　史香 プレスト賞 賞状･記念品 人形の夢と目覚め/オースティン

カイト/米津　玄師

⑲ 村瀬　遥 シャンテ賞 賞状･記念品

⑰ 飯酒盃　良太 最優秀賞 賞状･トロフィー

⑱ 西山　瑞姫 テクニカル賞 賞状･記念品

アラベスク/ブルグミュラー

⑯ 中川　梨子 グッドサウンド賞 賞状･記念品 虹色の風/小寺　久美子

⑭ 木下　志桜里 シャンテ賞 賞状･記念品

⑮ 榮村　友希 審査員特別賞 賞状･盾

⑫ 恒川　夏希 銅賞 賞状･銅メダル ジプシーの群れ/ベール

⑬ 成重　齊和 シャンテ賞 賞状･記念品 エオリアン･ハープ/ギロック

カーニバルの舞踏会/ギロック

⑪ 西田　晶 パッショナート賞 賞状･記念品 夜に駆ける/Ayase

⑨ 山北　晴波 銀賞 賞状･銀メダル

➉ 小林　夢乃 パッショナート賞 賞状･記念品

⑦ 山本　紗良 審査員特別賞 賞状･盾 タランテラ/外国の曲

⑧ 原田　創史 優秀賞 賞状･トロフィー テイク･ファイブ/ポール･デスモンド

⑤ 肥田　愛梨 努力賞 賞状･盾

⑥ 大畠　想平 優秀賞 賞状･トロフィー

③ 近藤　真結子 グッドサウンド賞 賞状･記念品 おどるポンポコリン/織田　哲郎

④ 野田　千穂里 審査員特別賞 賞状･盾 雨の日のふんすい/ギロック

ﾘﾚｰｺﾝｻｰﾄ2021　第3部　受賞結果

竹盛　心花　
① 彼こそが海賊(連弾)/ハンス･ジマー

竹盛　心埜

② 二ツ石　渚 銅賞 賞状･銅メダル タランテラ/ブルグミュラー



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. 出演者名 受賞結果 授与される物 曲目/作曲者名

初めての悲しみ/Catherine Rollin
Aeolian Harp/William Gillock

金賞 賞状･金メダル② えんとつ町のプペル(連弾)/西野　亮廣

天使の声/ブルクミュラー

ユメミザクラの木の下で/紀山　恵理⑧ 吉川　文乃 銅賞 賞状･銅メダル

Laughter/藤原　聡⑬ 中内　心暖 パッショナート賞 賞状･記念品

⑪ 小山　莉央 ドルチェ賞 賞状･記念品 ビリーブ/杉本　竜一

⑫ 楠原　悠生 優秀賞 賞状･トロフィー 白日/King Gnu 

ソナチネ Op.55,No.1 第1楽章/クーラウ

➉ 木下　彩吹 最優秀賞 賞状･トロフィー

⑨ 黒田　葵 努力賞 賞状･盾

さようなら/ブルクミュラー

⑦ 西田　幸志郎 努力賞 賞状･盾 スター･ウォーズのテーマ/John Williams

⑤ 荻野　碧 シャンテ賞 賞状･記念品

⑥ 松林　穂乃花 パッショナート賞 賞状･記念品

③ 斉藤　弥生 テクニカル賞 賞状･記念品 ワルツ エチュード/ギロック

④ 成重　歌青 審査員特別賞 賞状･盾 海の風景/ギロック

嶋田　望花

嶋田　直美
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①
野田　想太

銀賞 賞状･銀メダル
野田　聡

メリーさんのひつじ(連弾)/アメリカ民謡
みんなでいっしょに 1､2､3(連弾)/ヤマハ曲


