
【大賞受賞者】
部　　門 学  校  名 氏　　名
独　　唱 梅光学院高等学校 千住　悠紀
ピ ア ノ 山口県立徳山高等学校 久保 日和里
弦　　楽 梅光学院高等学校 渡邊　奈瑠

木琴・ギター・リコーダー 該当なし 該当者なし
管　　楽 山口県立下松高等学校 日柳　美咲

写真

【独唱部門】
部 金　賞 銀　賞 銅　賞

原田　葵衣 木田　   渚 坂井　歩和
雪野　未奈 中村　羽菜 砂川　陽依
山根　彩葉 野坂　元希 田良　結芽
町田　珠莉 井上　幸音 中山　慧人
藤井　悠成 西山   　結 吉原 心羽音

満留　遼香
福田　   遥 渡邉　紗羅 銑川 珠恵留
鈴木　   薫 藤井 百合亜 金川 悠一朗
右近　元希 岡本　大和 松本　彩花
重中　瑠璃 藤原　麒麟 藤田　愛香

竹下　華乃 仲村　美優
伊藤　樹里 中村 日向子

千住　悠紀 平島　咲良 樋上 萌々子
坂野　未波 村重　博美 大内　らな

山根　遥香

【ピアノ部門】
部 金　賞 銀　賞 銅　賞

武居　紘香 五十嵐 柚紀 柴田　紗花
関川　蓮大 久保田 華帆 橋口 恵怜奈
三代　来未 佐々木 杏樹 綿貫　真衣
満岡　茉子 長谷川 心夢 竹永　悠里
志田　優佳 志摩　修斗 徳冨　修也
重安　紅亜 津田　咲穂
田中　累世 原田　美緒

綿貫　菜乃
友光　　 萌

沖田　美織 髙橋　茉結 深光　紗良
清木　悠矢 重政　結香 木原　妃菜
進藤　愛華 中村　知生 石田　彩妃
阿武　一華 山邉 日菜美 武智 美奈穂
木村  璃音 木幡　千煌 福江　心春
大海 そよ花 さこ　 蒼将 長田　佳奈
内山　奏人 亀岡　咲友

高島 みやび
松本　唄羽
松坂　汐莉

三輪　菜央 藤本 菜々子 村田　裕紀
脇  日奈子 德王丸 眞菜 中村　友香

原田 沙也加 小濱　珠愛 竹中　梓乃
深見　宣義 松原　彩世 藤井　未羽
志摩　   葵 富永　陽愛 小田　優月
新　心々菜 安井　唱子 三輪　朔成

卯城　綾埜
渡邊　愛子
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【ピアノ部門】
部 金　賞 銀　賞 銅　賞

中居　昴太 木嶋　未来 長安　優奈
松本　奈三 大串　羽叶 吉原　陽翔
赤堀　奈月 三隅　智喜 石川　塁士

田村 駿乃介 廣津　良大 岩村　茉莉
横瀬　大和 白土 隆太郎 安仲　   桜
深町　遥仁 米谷　理央 藤丸　拓海

山本 琉之祐 森池　麻実
邑川　美沙

阿部 琥太郎
大本 　ゆう
田内　琴子

野田　奈那 内田　晴菜 藤林   　舞
河村　歩佳 竹内　晴奏 村田　瑛子
上田　周聖 矢田部 碧衣 脇     真之
和田 ゆりの 松田　眞歩

山本　莉子
秋山　結愛 濵村     翼 水嶋　希空

佐々木 璃子 三浦　雅登 白土　花奈
有馬　愛恵 松村　美歩 山本　彩紗
佐藤　大志 中村　心優 藤本　美月
高橋　佐和 田村　茉希 友景　穂花
新  莉々葉 谷　   心寧

長安　美結
吉野　朱音

山本　   結 矢田部 颯希 川本　大記
永冨　里帆 髙橋　莉子 梅田　美咲
田村　美葵 富永　歩武 辻　   日咲
國料　由夏 木本　歩美 植野　加子

田中　美伶
宮本 梨華子
徳重　帆南

久保 日和里 坂本　茉由 髙橋　麻央
上本　美和 浅上　和奏
二木　翔平

【弦楽部門】
部 金　賞 銀　賞 銅　賞

小学校下学年 日山　紗衣 渕脇 映由里
小学校上学年 岩崎　愛加 田尾 さやか

三原 有里子
池内　心花
奥田　紗弥

高等学校 渡邊　奈瑠 山田　星子

部 金　賞 銀　賞 銅　賞
中学校 大下 祐希奈 岡山 緋奈乃

高等学校 堤    莉佳

【管楽部門】
部 金　賞 銀　賞 銅　賞

小学校下学年 坂根　杏奈
小学校上学年 安光　美空

脇淵　百加 三浦      凜 加藤　子来
波田　賢門 山本　玲菜 中井　茜音
井上　   遥 平田　晴郁 久本　理紗

縄田　梨紗
高等学校 日柳　美咲 正下　実紅 井上　裕那

【木琴・ギター・リコーダー部門】

中学校

小学校
４    年

小学校
５    年

小学校
６    年

中学校

中学校

高等学校


