
■個人・小学生以下の部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 6 片山　真歩 ｶﾀﾔﾏ ﾏﾎ 静岡県伊豆の国市

準優勝 4 濱川　愛奈 ﾊﾏｶﾜ ｱｲﾅ 鹿児島県鹿児島市

第３位 2 島　凛 ｼﾏ ﾘﾝ 静岡県伊豆の国市

入賞 5 平野　瑠唯 ﾋﾗﾉ ﾙｲ 静岡県浜松市中区

入賞 3 池田　幸明 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ 静岡県伊豆の国市

入賞 1 堀間　耀心 ﾎﾘﾏ ﾊﾙﾄ 岩手県盛岡市

■個人・中高生の部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 14 濱川　凛音 ﾊﾏｶﾜ ﾘﾝﾄ 鹿児島県鹿児島市

準優勝 13 平野　ことは ﾋﾗﾉ ｺﾄﾊ 静岡県浜松市中区

第３位 9 影山　遥星 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｳｾｲ 静岡県伊豆の国市

入賞（大條和雄賞） 10 土井　彩未 ﾄﾞｲ ｱﾔﾐ 長崎県諫早市

入賞（大條和雄賞） 6 古川　弥音 ｺｶﾞﾜ ﾐｵ 青森県五所川原市

入賞 8 阿部　涼楓 ｱﾍﾞ ｽｽﾞｶ 北海道空知郡南幌町

入賞 5 佐藤　葉月 ｻﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 青森県五所川原市

入賞 7 金澤　みなみ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 福岡県筑紫郡那珂川町

■個人・シニアの部

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 36 西山　惠子 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺ 兵庫県神戸市北区

準優勝 39 原田　実 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ 石川県七尾市

第３位 29 佐藤　裕治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 秋田県大仙市

入賞（大條和雄賞） 25 成田　建男 ﾅﾘﾀ ﾀﾂｵ 青森県北津軽郡板柳町

入賞（大條和雄賞） 31 髙橋　公範 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾉﾘ 青森県つがる市

入賞 33 荒木　久幸 ｱﾗｷ ﾋｻﾕｷ 長崎県長崎市

入賞 42 成瀬　則昌 ﾅﾙｾ ﾉﾘﾏｻ 岐阜県多治見市

入賞 37 森口　隆信 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾌﾞ 和歌山県和歌山市

■個人・一般の部　Ｃ級

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 49 小林　礼奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 愛知県豊橋市

準優勝 8 戸野　華菜美 ﾄﾉ ｶﾅﾐ 山梨県笛吹市

第３位 42 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） 47 土井　菜々恵 ﾄﾞｲ ﾅﾅｴ 長崎県諫早市

入賞（大條和雄賞） 4 南澤　若菜 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾜｶﾅ 東京都あきる野市

入賞 31 大石　真弓 ｵｵｲｼ ﾏﾕﾐ 神奈川県相模原市南区

入賞 6 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 千葉県印西市

入賞 30 鼻和　由佳子 ﾊﾅﾜ ﾕｶｺ 青森県弘前市

入賞 2 渡部　麻帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾎ 静岡県伊豆の国市

■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 3

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 5

■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 2 五所川原第一高等学校Ｂ ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾋﾞｰ 青森県五所川原市 7

第３位 5 五所川原第一高等学校Ａ ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｲﾁｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｴｰ 青森県五所川原市 5
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■個人・一般の部　Ｂ級

賞 № 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 42 阿川　憂己 ｱｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 宮城県仙台市青葉区

準優勝 32 西村　孝樹 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 大阪府大阪市東住吉区

第３位 19 山川　拳 ﾔﾏｶﾜ ｹﾞﾝ 三重県鈴鹿市

入賞（大條和雄賞） 33 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） 31 石角　怜那 ｲｼｶﾄﾞ ﾚﾅ 宮崎県都城市

入賞 34 森下　智彬 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｱｷ 愛知県豊川市

入賞 35 髙橋　拓美 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 茨城県日立市

入賞 43 河野　晃大 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾛ 静岡県袋井市

■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 4 鈴木　利枝 ｽｽﾞｷ ﾄｼｴ 大分県別府市

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 13 佐藤　晶 ｻﾄｳ ｼｮｳ 青森県黒石市

黒川桃太郎賞 15 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） 2 三浦　幸人 ﾐｳﾗ ﾕｷﾄ 岩手県上閉伊郡大槌町

入賞（大條和雄賞） 5 白藤　ひかり ｼﾗﾌｼﾞ ﾋｶﾘ 東京都荒川区

入賞 11 田中　志穂 ﾀﾅｶ ｼﾎ 神奈川県横浜市神奈川区

入賞 16 髙森　彩花 ﾀｶﾓﾘ ｱﾔｶ 神奈川県横浜市神奈川区

■団体・一般の部　Cグループ

賞 № 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 5 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 4

準優勝 3 しぶや三絃黒石会 ｼﾌﾞﾔｻﾝｹﾞﾝｸﾛｲｼｶｲ 青森県黒石市 5

第３位 1 台灣廣原會 ﾀｲﾜﾝﾋﾛﾊﾗｶｲ 台湾台北市 4

■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 5 奏風 ｶﾅﾀ 宮崎県都城市 6

準優勝 2 廣原会 ﾋﾛﾊﾗｶｲ 東京都江東区 7

第３位 7 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 8

■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 岩手成美会 ｲﾜﾃﾅﾙﾐｶｲ 岩手県盛岡市 14

準優勝 4 津軽三味線黒澤会 ﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝｸﾛｻﾜｶｲ 岩手県八幡平市 18

第３位 1 津軽三味線　裕香理会 ﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝ ﾕｶﾘｶｲ 静岡県静岡市清水区 15


