
■個人・小学生以下の部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 2 眞田　優太 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾀ 兵庫県神戸市中央区

準優勝 1 田中　希京 ﾀﾅｶ ｷｷｮｳ 愛知県豊橋市

第３位 9 片山　真歩 ｶﾀﾔﾏ ﾏﾎ 静岡県伊豆の国市

入賞 11 阿部　涼楓 ｱﾍﾞ ｽｽﾞｶ 北海道空知郡南幌町

入賞 6 金城　なるみ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅﾙﾐ 静岡県伊豆の国市

入賞 8 金城　あんな ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾝﾅ 静岡県伊豆の国市

入賞 7 伊東　美琴 ｲﾄｳ ﾐｺﾄ 静岡県伊豆の国市

入賞 10 平野　瑠唯 ﾋﾗﾉ ﾙｲ 静岡県浜松市中区

■個人・中高生の部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 11 成田　涼真 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾏ 青森県弘前市

準優勝 5 山川　拳 ﾔﾏｶﾜ ｹﾞﾝ 三重県鈴鹿市

第３位 19 葛西　柊人 ｶｻｲ ｼｭｳﾄ 北海道札幌市厚別区

入賞（大條和雄賞） 7 濱川　凛音 ﾊﾏｶﾜ ﾘﾝﾄ 鹿児島県鹿児島市

入賞 15 佐藤　竜雅 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岩手県盛岡市

入賞（大條和雄賞） 17 平野　ことは ﾋﾗﾉ ｺﾄﾊ 静岡県浜松市中区

入賞 13 影山　遥星 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｳｾｲ 静岡県伊豆の国市

入賞 18 渡部　麻帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾎ 静岡県伊豆の国市

■個人・シニアの部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 32 佐藤　裕治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 秋田県大仙市

準優勝 34 大谷部　年未 ｵｵﾔﾍﾞ ﾄｼﾐ 神奈川県座間市

第３位 25 成田　建男 ﾅﾘﾀ ﾀﾂｵ 青森県北津軽郡板柳町

入賞 35 工藤　文子 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐｺ 青森県青森市

入賞（大條和雄賞） 33 尾崎　貴司 ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 大阪府吹田市

入賞（大條和雄賞） 27 酒井　敏彦 ｻｶｲ ﾄｼﾋｺ 石川県小松市

入賞 29 森口　隆信 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾌﾞ 和歌山県和歌山市

入賞 18 堀尾　清 ﾎﾘｵ ｷﾖｼ 愛媛県松山市

■個人・一般の部　Ｃ級

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 45 藤池　豊 ﾌｼﾞｲｹ ﾕﾀｶ 静岡県伊豆の国市

準優勝 58 小林　礼奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 愛知県豊橋市

第３位 54 川田　純一 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県北足立郡伊奈町

入賞 4 髙橋　諒介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県横浜市栄区

入賞（大條和雄賞） 57 鼻和　由佳子 ﾊﾅﾜ ﾕｶｺ 青森県弘前市

入賞 53 阿部　遥 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 北海道札幌市白石区

入賞（大條和雄賞） 41 大石　真弓 ｵｵｲｼ ﾏﾕﾐ 神奈川県相模原市南区

入賞 55 野手　博之 ﾉﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県春日部市

■団体・小学生以下の部

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 2 民芸衆団奏鳴曲 ﾐﾝｹﾞｲｼｭｳﾀﾞﾝｿﾅﾀ 静岡県伊豆の国市 7

準優勝 1 鰺ヶ沢町立舞戸小学校 ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾁｮｳﾘﾂﾏｲﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 7

■団体・中高生の部

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 4 福岡大学附属若葉高等学校 ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾜｶﾊﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 福岡県福岡市 7

準優勝 3 五所川原第一高等学校 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 青森県五所川原市 5

第３位 2 民芸衆団奏鳴曲 ﾐﾝｹﾞｲｼｭｳﾀﾞﾝｿﾅﾀ 静岡県伊豆の国市 3

入賞 1 青森県立金木高等学校 ｱｵﾓﾘｹﾝﾘﾂｶﾅｷﾞｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 青森県五所川原市 7
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■個人・一般の部　Ｂ級

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 28 佐藤　鈴蘭 ｻﾄｳ ﾚｲﾗ 青森県弘前市

準優勝 25 髙橋　拓美 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 茨城県日立市

第３位 29 西村　孝樹 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 大阪府大阪市東住吉区

入賞（大條和雄賞） 34 河野　晃大 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾛ 静岡県袋井市

入賞 33 稲垣　淳也 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜県海津市

入賞（大條和雄賞） 6 森下　智彬 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｱｷ 愛知県豊川市

入賞 22 石角　怜那 ｲｼｶﾄﾞ ﾚﾅ 宮崎県都城市

入賞 39 久徳　真理絵 ｷｭｳﾄｸ ﾏﾘｴ 北海道札幌市

■個人・一般の部　Ａ級 ※トーナメント方式による対戦

賞 № 氏名 フリガナ 住　所

仁太坊賞 6 山中　裕史 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 埼玉県新座市

白川軍八郎賞 8 大塚　晴也 ｵｵﾂｶ ﾊﾚﾙﾔ 静岡県島田市

黒川桃太郎賞 14 藤村　由慈 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 岩手県盛岡市

黒川桃太郎賞 17 朝倉　盛企 ｱｻｸﾗ ｾｲｷ 東京都墨田区

入賞（大條和雄賞） 11 北村　真央 ｷﾀﾑﾗ ﾏｵ 埼玉県川口市

入賞 12 北村　美里 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾘ 埼玉県川口市

入賞 16 宮﨑　啓佑 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｽｹ 神奈川県相模原市中央区

入賞（大條和雄賞） 20 白藤　ひかり ｼﾗﾌｼﾞ ﾋｶﾘ 東京都荒川区

■団体・一般の部　Cグループ

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優秀賞 1 木村善幸流津軽三味線道 ｷﾑﾗﾖｼﾕｷﾘｭｳﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝﾄﾞｳ 北海道札幌市中央区 5

■団体・一般の部　Ｂグループ

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 1 倭奏-WAKANA- ﾜｶﾅ-WAKANA- 三重県四日市市 8

準優勝 4 竜昇会 ﾘｭｳｼｮｳｶｲ 神奈川県相模原市中央区 6

第３位 2 由謡会 ﾕｳﾖｳｶｲ 愛媛県松山市 7

■団体・一般の部　Ａグループ

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 3 津軽三味線黒澤会 ﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝｸﾛｻﾜｶｲ 岩手県上閉伊郡大槌町 13

準優勝 5 貢隼会 ﾐﾂﾊﾔｶｲ 神奈川県横浜市港北区 11

第３位 2 津軽三味線　阿川会 ﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝ ｱｶﾞﾜｶｲ 宮城県仙台市青葉区 12


