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■協　　力 二宮町生涯学習センター　　　　　　　　　　　 海老名市文化会館
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　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▶

ヴァイオリン部門

本選プログラム
5月23日（日）　神奈川県立音楽堂





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

※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
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10：30 ～ ■幼児の部

1 前田　彩衣 ⃝ボッケリーニ：メヌエット Op.13-5 （Op.11-5） ピアノ ◉ 森　夕希子

2 馬場　香佳 ⃝トマ：ガヴォット（ミニヨンより） ピアノ ◉ 小澤　佳永

3 桐谷　紗和 ⃝ボッケリーニ：メヌエット Op.13-5 （Op.11-5） ピアノ ◉ 浅野貴美子

4 吉澤　衣世 ⃝トマ：ガヴォット（ミニヨンより） ピアノ ◉ 𠮷川加寿哉

　換　気

■小学校低学年の部

5 齋藤　れい 小１ ⃝ザイツ：協奏曲 第5番 ニ長調 Op.22 第3楽章 ピアノ ◉ 深井　利枝

6 藤野優美子 小１ ⃝ザイツ：協奏曲 第5番 ニ長調 Op.22 第3楽章 ピアノ ◉ 廣瀬　加奈

7 遠藤　　華 小１ ⃝ザイツ：協奏曲 第5番 ニ長調 Op.22 第3楽章 ピアノ ◉ 村井　美保

8 山口穂乃花 小２ ⃝ザイツ：協奏曲 第5番 ニ長調 Op.22 第3楽章 ピアノ ◉ 山口　美穂

9 糸賀　美貴 小２ ⃝ザイツ：協奏曲 第5番 ニ長調 Op.22 第3楽章 ピアノ ◉ 糸賀　恵美

11：20 　休　憩

11：40 ～ ■小学校中学年の部

10 前田　早紀 小３ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ロッシーニの主題による」 Op.89-2 ピアノ ◉ 森　夕希子

11 野口　英敏 小３ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ドニゼッティの主題による」 Op.89-4 ピアノ ◉ 名鏡　由梨

12 宗田ひなた 小３ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ドニゼッティの主題による」 Op.89-4 ピアノ ◉ 大住　綾野

13 山崎　結愛 小４ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ロッシーニの主題による」 Op.89-2 ピアノ ◉ 山崎　心愛

緒方　　恵（上野学園大学音楽学部教授）漆原　朝子（東京芸術大学教授）

川田　知子（洗足学園音楽大学講師） 沼田　園子（東京芸術大学講師）

篠崎　史紀（　　　　　　　　　 ）Ｎ H K 交 響 楽 団 
第1コンサートマスター

森川ちひろ（　　　　　　　　　　　 ）桐朋学園大学音楽学部附属 
子供のための音楽教室講師

水野佐知香（洗足学園音楽大学客員教授）



14 望月　美杜 小４ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ロッシーニの主題による」 Op.89-2 ピアノ ◉ 岩崎　香織

15 伊藤　華帆 小４ ⃝ダンクラ：エア・バリエ「ロッシーニの主題による」 Op.89-2 ピアノ ◉ 山本　佳澄

12：10 　休　憩

13：10 ～ ■小学校高学年の部

16 小林　　悠 小５ ⃝ブルッフ：協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 終楽章 ピアノ ◉ 海野　春絵

17 中谷哲太朗 小６ ⃝ブルッフ：協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 第1楽章 ピアノ ◉ 小澤　佳永

18 柳澤　　凜 小６ ⃝モーツァルト：協奏曲 第5番 イ長調 K.219 第1楽章 ピアノ ◉ 杉山恵理子

　換　気

■中学生の部 

19 荻原緋奈乃 中１ ⃝チャイコフスキー：協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章 ピアノ ◉ 田中　麻紀

20 若生麻理奈 中１ ⃝チャイコフスキー：協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章 ピアノ ◉ 森　夕希子

21 山本　遥花 中２ ⃝メンデルスゾーン：協奏曲 ホ短調 Op.64 第1楽章 ピアノ ◉ 石原　朋子

22 中谷怜央奈 中３ ⃝ヴュータン：協奏曲 第5番 イ短調 Op.37 「ル・グレトリー」 第1楽章 ピアノ ◉ 小澤　佳永

14：35 　休　憩

14：55 ～ ■高校生の部

23 大山　弘翔 高１ ⃝ドヴォルザーク：協奏曲 イ短調 Op.53 第1楽章 ピアノ ◉ 田中　麻紀

24 伊東　咲耶 高１ ⃝シベリウス：協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章 ピアノ ◉ 浅野貴美子

25 清水　遥子 高１ ⃝ショスタコーヴィチ： 協奏曲 第1番 イ短調 Op.77 第3楽章（カデンツァ以降）・
第4楽章 ピアノ ◉ 林　　絵里

26 小島　孝恵 高２ ⃝ショスタコーヴィチ： 協奏曲 第1番 イ短調 Op.77 第3楽章（カデンツァ以降）・
第4楽章 ピアノ ◉ 田中　麻紀

27 大久保薫子 高２ ⃝プロコフィエフ：協奏曲 第2番 ト短調 Op.63 第1楽章 ピアノ ◉ 𠮷武　　優

15：55 　休　憩

4



16：15 ～ ■一般の部

28 杉山　和駿 ⃝コルンゴルト：協奏曲 ニ長調 Op.35 第1、3楽章 ピアノ ◉ 𠮷武　　優

29 小西健太郎 ⃝ブラームス：協奏曲 ニ長調 Op.77 第1楽章 ピアノ ◉ 鎌田しのぶ

　換　気

30 清水里彩子 ⃝メンデルスゾーン：協奏曲 ホ短調 Op.64 第1楽章 ピアノ ◉ 田中　麻紀

31 石塚
アレクサンダー・ホッブス

⃝サン＝サーンス：ハバネラ Op.83 
⃝イザイ：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ 第3番 ニ短調 「バラード」 Op.27-3 ピアノ ◉ 竹花　千景

17：40 　終　演

18：30〜（予定） 表彰式
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