
≪北九州地区≫
2月26日（日）　　戸畑市民会館中ホール（ウェルとばた内）

●幼児部門

＜優秀賞＞
明石 百代 安立 実莉 佐々木 純伶 佐藤 大志 髙野 舞子 竹下 真理子 野竿   輝 山中 彩葉 柚木 菜摘

＜奨励賞＞

井澤 かえで 梅田 莉瑚 神谷 叶実 庄司 実央 松留 礼果 松留 佑果 吉田 純梨

●小学１･２年生部門

＜優秀賞＞
池本 夏萌 石井 克治 石神 美羽 大山 和夏 岡﨑 愛芽 坂本 莉菜 佐藤 令菜 重末 ひな 庄司 真啓 竹内 菜々花
武田 結依 筒井 友海 綱脇 桜子 永野 奈々 沼田 凌和 日野 萌々香 廣濱 和希 伏谷 恵理 宮永 佳音 村山　 大

＜奨励賞＞

井澤 さやか 井上 美鈴 植木 杏優 加藤 瑞樹 蔵森　 灯 高倉　 花
田坂 健人 西山 和加子 眞武 元基 丸山 朝花 水田 いつみ 三原 菜乃

●小学３･４年生部門

＜優秀賞＞
石橋 真央 糸山 結季 岩渕 琴葉 江口 稚菜 太田 茉佑 蒲原 早紀 川口 瑞渉 神田 紗芳子 国崎 千尋 関口 明日香
世良 美咲 高戸 春菜 高見 健太郎 都甲 渚月 野口 遥香 野口 優華 藤崎 亜美 藤原 望恵 水田 哲平 山下   麗

＜奨励賞＞
木本 夢菜 笹村 みかん 杉山 弥優 瀬田 美祝 張   希帆 中邑 美琴
野村 華鈴 馬場 仁美 法師山　優 山内 穂乃花 渡辺 葉南

●小学５･６年生部門

＜優秀賞＞
有田 愛渚 市村　 薫 井上 真侑 植野 菜々子 沖   杏南 佐藤 由菜 関    瞳 多田 遥香 中西 栞菜
沼田 光果南 野田 育実 羽出山  愛 水岩 郁美 宮津 絵文 山田   葵 吉中 千紘 吉中 智紀

＜奨励賞＞
荒竹 美優 井上 奈美 岩頭 由樹 榮樂 遥香 岡田 夏実
島野 佳穂 髙比良 菜摘 永田 桃茄 山﨑 汐音 吉田 侑加

●中学生部門

＜優秀賞＞
入江 由美花 木本 楓菜 苑田 侃汰 利光 春菜 豊島 嘉那子

＜奨励賞＞
西   瑞希 宮本 大輔

●高校生・一般部門

＜優秀賞＞
池田 凌太 菅野 佑実子 馬場 百野花 松村 えり

＜奨励賞＞
有方 陽子 平井 薫菜

第４回　ドリカム・ピアノコンクール　予選結果



≪福岡地区≫
３月３日（土）･４日（日）　　ヤマハグランドピアノサロン福岡ｅサロン（ヤマハビル地下１階）

●幼児部門

＜優秀賞＞
秋山 優奈 池尻 咲桜 石山 沙樹 岡部 妙友規 小川 悠花 上ノ町 芙紀 ゲトワ ルフィナ 佐藤 はなこ 首藤 沙凪
庄司 実央 鈴東 俐乃 添田   剛 富来 玲羽 野竿   輝 濵   京夏 古垣 宏樹 宮﨑   威 村本   蘭

＜奨励賞＞
井上 弥海 岩谷 妃那子 小笹 芭奈 草場 彩心 高瀬 華帆 野元 理央 松尾   祐

●小学１･２年生部門

＜優秀賞＞
入江 奈央 植田 留未 内田 梨々花 江頭 歩叶 大木 真琴 尾形 美海 岡部 沙友理 小川 瞳子 釜堀 莉彩 小池 妃奈
古賀 元久 首藤 千慧 庄司 真啓 末松　 萌 田中　 翼 谷川 奏太 徳永 千夏 戸澤 瀬菜 永尾 奏翔 中川 泰希
那須 彩音 西   杏梨 林田 早礼 原田 菜央 古垣 百花 村本  尋 横溝 凛花 鷲頭 泰輝

＜奨励賞＞
飯髙   渚 上田 幸輝 大野 真奈 甲斐 満希 川添 野々香 喜田 萌夏 北川 恵梨依 北川 真梨奈 草場   梓 古賀   颯
小玉 恒輝 小渕 朝陽 杉尾 月穗 宗   大和 富永 美羽 野田 穂佳 山根 愛美 吉田 達充 吉田 美璃

●小学３･４年生部門

＜優秀賞＞
石川 愛梨 石川 真菜 上田 さくら 江原 勇佑 大内  愛 岡田 真奈 尾﨑 亜実 片原 巳沙 清原 舞音 久保田ことみ
小島 仁加 佐々木 華奈 清水 千聖 竹内   鈴 柘植 光里 藤   彩絢 時枝 沙紀 豊田 悠衣 永野 未歩 長藤 楓子
原田 紗希 東  ちひろ 平山 理乃 藤澤 　舞 藤野 夏帆 宮下   泉 安永 和哉 横山 莉子 吉田 明佑美 吉田 有李那

＜奨励賞＞
安達 さくら 有吉 なごみ 稲子 楓華 井原 奈々花 入江 真依 内野 紗葉 惠口 奈音 大庭 ゆかり 梶原 季山 川口 翠乃莉
古賀 春朝 斎藤 菜乃子 寺島 幸希 富永 萌愛 鳥飼 万尋 仲野 真未 原口   唯 前田 菜緒 松井 美陽 溝江 美来

●小学５･６年生部門

＜優秀賞＞
飯髙　 楓 池部 悠介 井上 紗寧 岩尾 菜々子 岩下 風花 緒方 実玖 風間 文葉 門田 美咲 清田 芽衣 田中   創
谷   凪彩 田村 捺実 鶴瀬 加奈子 手島 夏希 中嶋 菜々子 本多 奈和 真栄喜さくら 松尾 優花 撫養 未風優 横溝 志帆
吉岡 弥生 賴岡 えみり

＜奨励賞＞
有田 千紘 石井 千理 岩頭 由樹 占部 美佳 江原 佑里 片原 茉生 川浪 菜々夏
笹田 真央 中村 乃彩 三橋 梨紗子 峰松 紗花 宮﨑 珠緒 民部 夏希 吉岡 栞音

●中学生部門

＜優秀賞＞
石黒 絢子 久保田かなえ 隈本 茉莉奈 坂田 憂茉 苑田 侃汰 高倉 杏菜
田島 七彩 西村 加奈子 深田 彩華 宮永 彩香 賴岡 あいり

＜奨励賞＞
合庭 沙希 江藤 結美子 川床 成美 川邉 月子 近藤 佑香 東島 碧依 渕脇 文花 森田 彩愛

●高校生・一般部門

＜優秀賞＞
木下 智晶 白鳥   遥 花田 道子 細川 杏里

＜奨励賞＞
木下 文華 谷上 清香


