
大会専用連絡先 個人の部　１６４人

団体の部　１１０人

№ 氏名 住所 № 氏　名 住　所 № 住　所 № 氏　名 住　所 演　奏　曲　目

1 島　凛 静岡県 1 佐藤　裕治 秋田県 14 青森県 1 長谷川　和美 神奈川県 津軽じょんから節
2 金城　あんな 静岡県 2 工藤　文子 青森県 15 秋田県 2 大木　理恵 東京都 津軽じょんから節
3 平野　瑠唯 静岡県 3 大工　和夫 石川県 16 埼玉県 3 渡邉　亜実 静岡県 津軽よされ節
4 金城　なるみ 静岡県 4 新井　邦夫 埼玉県 17 山梨県 4 川上　芳 神奈川県 津軽じょんから節（新節）
5 今井　俊介 千葉県 5 上﨑　圀夫 青森県 18 大阪府 5 浅井　里絵 宮城県 津軽じょんから節
6 阿部　涼楓 北海道 6 池田　良子 静岡県 19 神奈川県 6 稲垣　淳也 岐阜県 津軽じょんから節
7 伊東　美琴 静岡県 7 田中　寿夫 愛知県 20 青森県 7 遠藤　周作 北海道 津軽小原節
8 濱川　凛音 鹿児島県 8 永井　久乃 神奈川県 21 岐阜県 8 水村　一徳 神奈川県 津軽じょんから節
9 影山　遥星 静岡県 9 木下　美智子 愛媛県 22 石川県 9 對馬　明子 青森県 津軽じょんから節
10 片山　真歩 静岡県 10 北折　美三子 愛知県 23 和歌山県 10 木下　友梨奈 愛知県 津軽じょんから節津軽じょんから節 津軽じょんから節曲弾 森口　隆信 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽あいや節 成瀬　則昌 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽じょんから節新節 酒井　敏彦 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽じょんから節 佐山　一成 津軽じょんから節
津軽じょんから節 黒石じょんから節 髙橋　公範 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽じょんから節 市川　清男 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽じょんから節 尾崎　貴司 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽じょんから節 阿部　養助 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽じょんから節（新節） 前田　賢三 津軽じょんから節　新節

演奏曲目 演　奏　曲　目 氏　名 演　奏　曲　目

津軽じょんから節 津軽じょんから節 成田　建男 津軽よされ節

第28回 津軽三味線全日本金木大会
日　時／２０１６年５月４・５日 午前８：５０開始 ＜出場者数＞　　

場　所／青森県五所川原市金木町 金木公民館 （青森県五所川原市金木町菅原367-1） 　080-3328-6740（携帯電話）

○個人・小学生以下の部 ○個人・シニアの部 ○個人・一般の部　Ｂ級

11 小室　陽子 埼玉県 24 青森県 11 藤枝　真子 東京都 津軽じょんから節
12 筒井　武志 茨城県 25 静岡県 12 石角　怜那 宮崎県 津軽じょんから節
13 盛下　和夫 岩手県 13 芳野　裕樹 京都府 津軽じょんから節曲弾き

14 安達　英寿 埼玉県 津軽じょんから節
№ 氏名 住所 15 岡崎　秀明 宮城県 津軽三下り
1 足立　美月 静岡県 16 渡部　禎郎 東京都 津軽じょんから節
2 葛西　柊人 北海道 17 荒木　久幸 長崎県 津軽じょんから節
3 竹之内　仁美 福岡県 № 氏　名 住　所 № 住　所 18 松永　弘彦 神奈川県 津軽じょんから節
4 大内　彩矢 福岡県 1 濱川　美和子 神奈川県 28 北海道 19 木村　恵梨香 青森県 津軽じょんから節
5 加藤　大誠 北海道 2 白井　典親 静岡県 29 北海道 20 信山　松英 青森県 津軽じょんから節
6 南澤　若菜 東京都 3 佐々木　美幸 岩手県 30 愛知県 21 岩瀬　春菜 東京都 津軽よされ節
7 河野　晃大 静岡県 4 大谷　一希 福井県 31 長崎県 22 元植　薫 神奈川県 津軽じょんから節
8 島崎　さくら 福岡県 5 工藤　蓮 千葉県 32 岩手県 23 内田　光 長崎県 津軽じょんから節
9 渡邊　敬翔 山梨県 6 木ノ下　輝穂 東京都 33 福岡県 24 大平　めぐみ 石川県 津軽じょんから節
10 川口　廉央 宮城県 7 鈴木　敏之 愛知県 34 青森県 25 三上　勝司 青森県 津軽じょんから節
11 沢谷　璃夏 静岡県 8 中村　裕子 岩手県 35 秋田県 26 加藤　浩子 岩手県 津軽じょんから節
12 宗　亜美香 福岡県 9 川田　純一 埼玉県 36 青森県 27 石川　久美子 神奈川県 津軽じょんから節津軽あいや節 津軽じょんから節 藤元　しのぶ 津軽じょんから節　中節

津軽じょんから節 津軽じょんから節 沼田　早苗 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽タント節 深瀬　洋子 津軽じょんから節

津軽よされ節 津軽じょんから節 倉部　さとみ 津軽じょんから節　曲弾き

津軽じょんから節 津軽じょんから節 木村　耕平 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽じょんから節 鈴木　昌子 津軽じょんから節
津軽じょんから節曲弾き 津軽じょんから節 松尾　和香 津軽じょんから節

津軽あいや節 津軽じょんから節 阿部　遥 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽じょんから節 遠藤　朋子 津軽じょんから節

演奏曲目

津軽じょんから節
○個人・一般の部 Ｃ級津軽じょんから節

津軽じょんから節 演　奏　曲　目 氏　名 演　奏　曲　目

津軽じょんから節曲弾き 矢田　二三夫 津軽じょんから節

○個人・中高生の部
津軽音頭

津軽じょんから節曲弾き 成田　嘉紀 津軽じょんから節

12 宗　亜美香 福岡県 9 川田　純一 埼玉県 36 青森県 27 石川　久美子 神奈川県 津軽じょんから節
13 徳沢　佳奈 福岡県 10 滝口　史緒 愛知県 37 静岡県 28 戸塚　丈晴 静岡県 津軽じょんから節
14 平野　ことは 静岡県 11 河野　里菜 静岡県 38 青森県 29 シルヴァン　ディオニ 東京都 津軽じょんから節
15 渡部　麻帆 静岡県 12 武　豪 東京都 39 東京都 30 串間　史織 宮崎県 津軽じょんから節
16 織田　涼花 福岡県 13 佐久間　淳吏 千葉県 40 北海道 31 木村　香緒里 青森県 津軽じょんから節
17 松本　春海 福岡県 14 遠藤　肇 埼玉県 41 大阪府 32 髙橋　拓美 茨城県 津軽じょんから節曲弾き
18 成田　涼真 青森県 15 木村　晋介 埼玉県 42 岡山県 33 白江　伸也 熊本県 津軽じょんから節

16 野手　博之 埼玉県 43 秋田県 34 西山　恵美子 山梨県 津軽じょんから節
17 野口　謙太 愛知県 44 愛媛県
18 小林　礼奈 愛知県 45 茨城県
19 鈴木　麻貴 茨城県 46 青森県

№ 住　所 人数 20 田中　寛人 東京都 47 北海道
1 青森県 4 21 武　宗 東京都 48 東京都 № 氏　名 住　所 № 氏　名

2 青森県 3 22 矢崎　将伍 群馬県 49 東京都 1 山中　裕史 埼玉県 13 鈴木　哲弥
3 青森県 8 23 杉山　惠一 奈良県 50 岩手県 2 小島　康平 東京都 14 徳田　恵美
4 福岡県 10 24 大石　真弓 神奈川県 51 神奈川県 3 加藤　佑典 埼玉県 15 木村　善幸
5 青森県 4 25 渋谷　知樹 青森県 52 東京都 4 三浦　幸人 岩手県 16 佐藤　晶青森県立金木高等学校 津軽あいや節 津軽じょんから節 世古　千晶 津軽じょんから節 青森県

福岡大学附属若葉高等学校 津軽じょんから節 津軽じょんから節　曲弾き 木下　大地 津軽じょんから節　新節 北海道
五所川原第一高等学校Ａチーム 津軽じょんから節～曲弾き～ 津軽じょんから節 佐藤　智恵美 津軽じょんから節 大阪府
鯵ヶ沢中学校音楽部 津軽民謡メドレー 津軽じょんから節 松田　由紀 津軽じょんから節 埼玉県
五所川原第一高等学校Ｂチーム 津軽あいや節 津軽じょんから節 谷藤　祐樹 津軽じょんから節 住　所

佐藤　鈴蘭 津軽じょんから節
○個人・一般の部　Ａ級団　体　名 演　奏　曲　目 津軽じょんから節 遠藤　百恵 津軽三下り

津軽じょんから節 城戸　久美子 津軽じょんから節

○団体・中高生の部
津軽じょんから節 鈴木　翔平 津軽じょんから節
津軽じょんから節

津軽じょんから節曲弾き 津軽じょんから節 櫻根　裕之 津軽じょんから節　新節
津軽じょんから節　新節 佐藤　敦也 津軽じょんから節

津軽あいや節 津軽じょんから節 坪川　郭彰 津軽じょんから節
津軽よされ節 津軽じょんから節 柴田　雅朗 津軽じょんから節

津軽じょんから節 津軽じょんから節曲弾き 鼻和　由佳子 津軽じょんから節
津軽じょんから節 津軽じょんから節 小倉　輝久 津軽じょんから節（新節）

津軽あいや節 津軽じょんから節 藤元　しのぶ 津軽じょんから節　中節
津軽よされ節 津軽じょんから 新節 曲弾き 山本　剛史 津軽じょんから節

6 静岡県 4 26 大寺　久美子 宮城県 53 東京都 5 竹中　水穂 東京都 17 齋藤　沙希
27 栗原　宏児 福岡県 6 矢口　祐介 千葉県 18 中村　祐太

7 中村　滉己 愛知県 19 澤田　響紀
8 本多　凜 石川県 20 廣原　武美
9 北村　真央 埼玉県 21 中島　健一

№ 住　所 人数 10 北村　美里 埼玉県 22 朝倉　盛企
1 東京都 5 № 住　所 人数 11 田中　風真 愛知県 23 下井倉　誠
2 青森県 4 1 東京都 8 12 大塚　晴也 静岡県 24 栗原　武啓
3 群馬県 3 2 神奈川県 7
4 東京都 5 3 東京都 6
5 山梨県 3
6 宮崎県 5
7 北海道 4

№ 住　所 人数

1 岩手県 15
2 東京都 12

津軽三味線黒澤会 津軽じょんから節曲弾き　合奏
勝春会 津軽じょんから節

　　　　　　　津軽三味線会館　平成２８年度特別展示開催

　　　　　　　　　　　　　　　江差追分青森県津軽支部結成記念　　

　　　　　　　　　　　　　　「北前の追分節～江差追分の軌跡～」

　　　　　　　　　　　　　　　　　期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　企画　江差追分会

津軽三味線石井流　津軽「弦」 津軽じょんから節
木村善幸流津軽三味線道 津軽じょんから節

○団体・一般の部　Ａグループ
団　体　名 演　奏　曲　目

台灣廣原會 津軽民謡組曲 廣原会 津軽メドレー
三道会 津軽じょんから節

しぶや三絃黒石会＆星野リゾート界津軽混成チーム 津軽民謡メドレー 珠の音会 津軽じょんから節（新節） 神奈川県
小山会青年部 津軽じょんから節 貢隼会 津軽民謡メドレー

団　体　名 演　奏　曲　目 東京都
廣原三弦道 津軽じょんから節 団　体　名 演　奏　曲　目 鹿児島県

津軽じょんから節 青森県
神奈川県

○団体・一般の部　Ｃグループ
東京都

○団体・一般の部　Ｂグループ
群馬県

民芸衆団ソナタ 津軽じょんから節 津軽じょんから節 松村　良子 津軽じょんから節 青森県

2 東京都 12勝春会 津軽じょんから節


