
■主　　催 神奈川新聞社　かながわ音楽コンクール運営委員会

■共　　催 神奈川県　横浜市　川崎市　小田原市
 （公財）座間市スポーツ・文化振興財団　（公財）神奈川新聞厚生文化事業団　神奈川県立音楽堂

■特別協賛 株式会社ヤマハミュージックジャパン　かながわ県民共済

■協　　賛 神奈川ヤマハ会

■後　　援 相模原市　海老名市　大和市　神奈川県教育委員会　神奈川県市長会　ＮＨＫ横浜放送局
 ｔｖｋ（テレビ神奈川）　一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

■協　　力 二宮町生涯学習センター　　　　　　　　　　　 海老名市文化会館
 横浜市青葉区民文化センター「フィリアホール」　　横浜市旭区民文化センター「サンハート」
 横浜市泉区民文化センター「テアトルフォンテ」　　 横浜市磯子区民文化センター「杉田劇場」
 横浜市神奈川区民文化センター「かなっくホール」　横浜市港南区民文化センター「ひまわりの郷」
 横浜市栄区民文化センター「リリス」　　　　　　 横浜市戸塚区民文化センター「さくらプラザ」
 横浜市緑区民文化センター「みどりアートパーク」　横濱ロータリークラブ

　本選の審査評を、各予選・本選終了後に順次、参加者ご本人へ
送付いたします。内容は演奏に関する総合評です。是非今後の
練習にお役立てください。

破損・紛失などでの審査講評の再送はできません。ご了承ください。ご注意

審査講評 送付のお知らせ「かながわ音楽コンクール」に関する情報は、
ホームページからも入手できます（最新情報
の提供は、神奈川新聞紙上が優先となります）。
本選の詳細は4月中旬にホームページで掲載します！

https://www.kanaloco.jp/
kanacon/
かながわ音楽コンクールホームページはこちらから▶

ユースピアノ部門

本選プログラム





左から①演奏順 ②出場者氏名 ③申し込み時の学年 ④課題曲（演奏順は自由）

※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

審査員

第37回かながわ音楽コンクール⦿ユースピアノ部門 本選
山下　薫子（東京芸術大学教授）

林田　枝実（昭和音楽大学准教授）

本尾かおる（昭和音楽大学講師）

野田　清隆（東京学芸大学准教授）

三宅　麻美（洗足学園音楽大学講師）

菊地　裕介（東京音楽大学専任講師）

前田美由紀（フェリス女学院大学音楽学部講師）
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10：30 ～ ■幼児の部

1 図師　怜紗 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 第6曲「進歩（前進）」 Op.100-6

2 池田　陽葵 ⃝テレマン：メヌエット

3 中田　　唯 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 第6曲「進歩（前進）」 Op.100-6

4 綾部早希子 ⃝平吉　毅州：バレリーナの悲しみ

5 大久保香春 ⃝テレマン：メヌエット

6 山崎　凜果 ⃝平吉　毅州：バレリーナの悲しみ

7 佐藤　小夏 ⃝テレマン：メヌエット

8 町田　　晴 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 第6曲「進歩（前進）」 Op.100-6

9 宍戸　小春 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 第6曲「進歩（前進）」 Op.100-6

　換　気

■小学校低学年の部

10 佐藤　真惟 小１ ⃝平吉　毅州：五月の風

11 小林　京慎 小１ ⃝平吉　毅州：五月の風

12 小杉　律太 小１ ⃝平吉　毅州：五月の風

13 渋谷　里美 小１ ⃝福島　道子：小人のパレード

14 堀口奈々美 小１ ⃝福島　道子：小人のパレード

15 荒谷　愛架 小１ ⃝福島　道子：小人のパレード

16 三宅　優璃 小１ ⃝平吉　毅州：五月の風

17 渡辺　奏海 小１ ⃝平吉　毅州：五月の風

18 後藤　　啓 小２ ⃝カバレフスキー：30 の子供の小品 より 第18 曲「ソナティナ」 Op.27-18

19 猿田琴々音 小２ ⃝平吉　毅州：五月の風

20 高宮　奈月 小２ ⃝平吉　毅州：五月の風

21 竹前　陽向 小２ ⃝平吉　毅州：五月の風

22 中井瑠美奈 小２ ⃝平吉　毅州：五月の風

11：35 　休　憩

11：55 ～ ■小学校中学年の部

23 平井　直央 小３ ⃝中田　喜直：山のこども

⃝ベートーヴェン：ソナチネ ヘ長調 Anh. 5（2） 第1楽章

24 高野由佳莉 小３ ⃝ブルグミュラー：18の練習曲 より 第15曲「風の精」 Op.109-15

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章



25 吉川すみれ 小３ ⃝三善　　晃：あこや貝の秘密

⃝ディアベッリ：ソナチネ ト長調 Op.151-1 終（第3）楽章

26 石川　玲汰 小３ ⃝バルトーク：トランシルヴァニアの夕べ（セーケイ人たちとの夕べ）

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章

27 大澤英怜七 小４ ⃝ブルグミュラー：18の練習曲 より 第15曲「風の精」 Op.109-15

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章

28 森内　愛子 小４ ⃝三善　　晃：あこや貝の秘密

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章

29 河合諒太郎 小４ ⃝ショパン：ワルツ イ短調（遺作） KK.IVb-11

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章

30 安井　友理 小４ ⃝三善　　晃：あこや貝の秘密

⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-4 第1楽章

31 大能　　碧 小４ ⃝中田　喜直：山のこども

⃝ディアベッリ：ソナチネ ト長調 Op.151-1 終（第3）楽章

32 元山　創太 小４ ⃝湯山　　昭：バウムクーヘン

⃝ディアベッリ：ソナチネ ト長調 Op.151-1 終（第3）楽章

12：50 　休　憩

13：35〜（予定） 幼児の部 表彰式

14：00 ～ ■小学校高学年の部

33 小林　美釉 小５ ⃝ラヴェル：ソナチネ 嬰へ短調 終（第3）楽章

34 岩船　謙惺 小５ ⃝ハイドン：ソナタ ホ短調 Hob.XVI-34 第1楽章

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ハ長調 「紡ぎ歌」 Op.67-4 U182

35 丸林　怜夢 小６ ⃝モンサルバーチェ：イヴェットのためのソナチネ 終（第3）楽章

36 畠山　咲菜 小６ ⃝ドビュッシー：版画 より 第3曲「雨の庭」

37 窪田真理子 小６ ⃝ラフマニノフ：前奏曲集（プレリュード）  Op.32 より 第11番 ロ長調、第12番 嬰ト短調

38 古舘　莉央 小６ ⃝ショパン：ポロネーズ 第13番 変イ長調 KK.IVa/2

14：35 　休　憩

14：50 ～ ■中学生の部	

39 高木　う理 中１ ⃝シューマン：アベッグ変奏曲 ヘ長調 Op.1

40 和田なごみ 中１ ⃝ショパン：24のプレリュード Op.28 より 第10番 嬰ハ短調、第11番 ロ長調

⃝リスト：パガニーニ大練習曲集 第3曲 「ラ・カンパネラ」 嬰ト短調 S.141-3

41 箭内　桜子 中２ ⃝シューベルト：ソナタ イ長調 D 664 Op.120 終（第3）楽章

42 飯田　　光 中３ ⃝ショパン：バラード 第3番 変イ長調 Op.47

43 中村　和輝 中３ ⃝リスト：パガニーニ大練習曲集 第6曲「主題と変奏」 イ短調 S.141-6

44 中澤　麻央 中３ ⃝ラヴェル：ソナチネ 第2、3楽章

15：35 　休　憩
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15：50 ～ ■高校生の部

45 下山　理子 高１ ⃝デュティユー：ソナタ 第3楽章「コラールと変奏」

46 加藤亜咲美 高１ ⃝メンデルスゾーン：幻想曲（スコットランド・ソナタ） 嬰ヘ短調 Op.28

47 渡邊　伽音 高１ ⃝ラフマニノフ：楽興の時 Op.16 より 第1番 変ロ短調、第4番 ホ短調

48 小原　広夢 高２ ⃝リスト：村の居酒屋での踊り（メフィスト・ワルツ第1番） S.514

　換　気

49 石井　来実 高２ ⃝シマノフスキ：変奏曲 変ロ短調 Op.3

50 米滿希咲来 高３ ⃝ バルトーク：戸外にて BB 89 より 第1曲「太鼓と笛で」、第2曲「バルカローレ（舟歌）」、 
第4曲「夜の音楽」、第5曲「狩」

51 田中　百音 高３ ⃝リスト：スペイン狂詩曲 嬰ハ短調 S.254

17：20 　終　演

17：45〜（予定） 記念演奏会

18：45〜（予定） 表彰式
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第37回 かながわ音楽コンクール

17：45開演

＊曲目は変更となる場合があります。

ユースピアノ部門本選
記念演奏会

古海 行子ピアノ Yasuko  Furumi

出 演

グノー＝リスト：歌劇「ファウスト」のワルツ S.407
　　　ショパン：ノクターン 嬰ハ短調 Op.27-1
　　　　　　　　幻想曲 ヘ短調 Op.49
　　プーランク：愛の小径

曲 目

2018年第4回高松国際ピアノコンクールにおいて日本人として初めて優勝。併せて委嘱作品演奏者賞、香
川県知事賞、高松市長賞、公益財団法人松平公益会賞、公益財団法人高松市文化芸術財団理事長賞を受賞
する。2019年1月、第20回ショパン国際ピアノコンクールin ASIAアジア大会プロフェッショナル部門金賞、
及びショパン協会賞受賞。日本コロムビアのOpus Oneレーベルより「シューマン：ピアノ・ソナタ第3番」
でCDデビュー。2019年パデレフスキ国際ピアノコンクール（ポーランド）第3位受賞。
これまでに第40回ピティナピアノコンペティション全国決勝大
会Ｇ級金賞、コンチェルトB部門第1位、第7回福田靖子賞（第
1位）受賞。第20回浜松国際ピアノアカデミーコンクール第2位、
ショパン国際ピアノコンクール in ASIAアジア大会高校生部門
金賞、コンチェルトB部門金賞、コンチェルトC部門銀賞、派
遣部門推薦。第2回ハノイ国際ピアノコンクール（ベトナム）
プロミッシング・コンテスタント賞。いしかわミュージックア
カデミーIMA音楽賞受賞。平成28年度海老名市文化大賞。日本
はもとより、イタリア、ポーランド、アメリカ、ルーマニアなど
数多くのコンサートに出演、東京フィルハーモニー交響楽団、
日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦
楽団、群馬交響楽団、瀬戸フィルハーモニー交響楽団、ハノイ・
フィルハーモニー管弦楽団等と共演する。神奈川県立海老名高
等学校出身。昭和音楽大学卒業。現在、昭和音楽大学大学院音
楽研究科修士課程２年、同附属ピアノアートアカデミー在籍。
江口文子氏に師事。

プロフィール





　本選の審査評を、各予選・本選終了後に順次、参加者ご本人へ
送付いたします。内容は演奏に関する総合評です。是非今後の
練習にお役立てください。
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