
第１９回 津軽三味線全日本金木大会　５月４日成績表

■個人・小学生の部
賞 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 小松原　優杏 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｱ 茨城県かすみがうら市
準優勝 川上　浩市 ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁ 千葉県市原市
第３位 大島　楓 ｵｵｼﾏ ｶｴﾃﾞ 静岡県伊豆の国市
入賞 小寺　聖夏 ｺﾃﾗ ｾｲﾅ 北海道勇払郡厚真町
入賞 原田　政孟 ﾊﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県横浜市
入賞 髙橋　拓美 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾖｼ 茨城県日立市
入賞 並木　麟太郎 ﾅﾐｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城県水戸市
入賞 鈴木　晴菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 静岡県伊豆の国市
入賞 桝田　亜湖 ﾏｽﾀﾞ ｱｺ 茨城県ひたちなか市
入賞 土屋　亜実 ﾂﾁﾔ ｱﾐ 静岡県三島市

■個人・中高生の部

優勝 秋元　愛 ｱｷﾓﾄ ｱｲ 青森県五所川原市
準優勝 芹沢　萌々果 ｾﾘｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 静岡県伊豆の国市
第３位 太田　望美 ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ 岩手県盛岡市
大條和雄賞 清藤　彩紀子 ｷﾖﾌｼﾞ ｻｷｺ 長崎県諫早市
大條和雄賞 公下　隼 ｺﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝ 石川県小松市
入賞 古徳　隼人 ｺﾄｸ ﾊﾔﾄ 茨城県日立市
入賞 齋藤　沙希 ｻｲﾄｳ ｻｷ 青森県弘前市
入賞 古徳　宏輝 ｺﾄｸ ﾋﾛｷ 茨城県日立市
入賞 杉山　大祐 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県日進市
入賞 石岡　由衣 ｲｼｵｶ ﾕｳｲ 青森県五所川原市

■個人・熟年の部

優勝 盛下　和夫 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｵ 岩手県宮古市
準優勝 中村　主二 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾂｷﾞ 秋田県秋田市
第３位 堀尾　清 ﾎﾘｵ ｷﾖｼ 愛媛県松山市
大條和雄賞 佐田　幸一 ｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ 愛知県東海市
大條和雄賞 小畑　昌弘 ｺﾊﾞﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 広島県呉市
入賞 小林　克彦 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 東京都中野区
入賞 伊藤　敏彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 北海道札幌市
入賞 斉藤　重男 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 東京都世田谷区
入賞 宮前　春子 ﾐﾔﾏｴ ﾊﾙｺ 岐阜県飛騨市
入賞 西田　邦子 ﾆｼﾀﾞ ｸﾆｺ 富山県中新川郡上市町

■団体・小中高生の部
賞 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 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 5
準優勝 弦悟郎「ひばり」 ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ「ﾋﾊﾞﾘ」 茨城県那珂郡東海村 6
第３位 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 6
入賞 九州女子高等学校津軽三味線部 ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾂｶﾞﾙｼﾞｬﾐｾﾝﾌﾞ 福岡県福岡市 3
入賞 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
入賞 まみ会まどか ﾏﾐｶｲﾏﾄﾞｶ 埼玉県戸田市 3



第１９回 津軽三味線全日本金木大会　５月５日成績表

■個人・一般の部　Ｂ級
賞 氏　名 フリガナ 住　所

優勝 佐藤　晶 ｻﾄｳ ｼｮｳ 青森県黒石市
準優勝 Kevin Kmetz ｹﾋﾞﾝ ﾒｯﾂ アメリカカリフォルニア州
第３位 清藤　美希 ｷﾖﾌｼﾞ ﾐｷ 長崎県諫早市

大條和雄賞 三浦　幸人 ﾐｳﾗ ﾕｷﾄ 岩手県上閉伊郡大槌町

大條和雄賞 小熊　昭良 ｵｸﾞﾏ ｱｷﾗ 富山県氷見市
入賞 岩間　仁 ｲﾜﾏ ｼﾞﾝ 岩手県上閉伊郡大槌町
入賞 千葉　敦文 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾌﾐ 北海道紋別市
入賞 岡野　将之 ｵｶﾉ ﾏｻﾕｷ 埼玉県坂戸市
入賞 本田　利弘 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 東京都江東区
入賞 大谷部　年未 ｵｵﾔﾍﾞ ﾄｼﾐ 神奈川県座間市

■個人・一般の部　Ａ級

仁太坊賞 柴田　雅人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 宮城県宮城郡利府町
準優勝 柴田　愛 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 宮城県宮城郡利府町
第３位 西村　しのぶ ﾆｼﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 青森県弘前市

大條和雄賞 松永　兼治 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 三重県四日市市

大條和雄賞 米澤　希英 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 千葉県野田市
入賞 柴田　佑梨 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 宮城県宮城郡利府町
入賞 渋谷　幸平 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾍｲ 青森県黒石市
入賞 永村　幸治 ﾅｶﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 石川県金沢市
入賞 梅津　智仁 ｳﾒﾂ ﾄﾓﾋﾄ 岩手県岩手郡滝沢村
入賞 岡野　哲也 ｵｶﾉ ﾃﾂﾔ 愛知県尾張旭市

■個人の部　 オープン
特別賞 氏　名 フリガナ 住　所 級

白川軍八郎賞 鍋谷　東輝 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾊﾙｷ 富山県砺波市 A
黒川桃太郎賞 小山内　薫 ｵｻﾅｲ ｶｵﾙ 青森県弘前市 A

■団体・一般の部　Ｂ級
賞 団体名 フリガナ 住　所 人数

優勝 三絃冨塚会「柴田三兄弟」 ｻﾝｹﾞﾝﾄﾐﾂﾞｶｶｲ「ｼﾊﾞﾀｻﾝｷｮｳﾀﾞｲ」 宮城県宮城郡利府町 3
準優勝 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 4
第３位 森丸会 ｼｹﾞﾏﾙｶｲ 神奈川県横浜市 6
入賞 モンスターズオブシャミセン ﾓﾝｽﾀｰｽﾞｵﾌﾞｼｬﾐｾﾝ 北海道札幌市 6
入賞 石川一男社中翼 ｲｼｶﾜｶｽﾞｵｼｬﾁｭｳﾂﾊﾞｻ 北海道夕張郡由仁町 6
入賞 三絃小川会 ｻﾝｹﾞﾝｵｶﾞﾜｶｲ 青森県五所川原市 6

■団体・一般の部　Ａ級

優勝 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 12
準優勝 津軽三味線静女会 ﾂｶﾞﾙｼﾞｬﾐｾﾝｾｲｼﾞｮｶｲ 兵庫県神戸市 16
第３位 岩手成美会 ｲﾜﾃﾅﾙﾐｶｲ 宮城県気仙沼市 12
入賞 朝栄会 ﾁｮｳｴｲｶｲ 岩手県花巻市 17
入賞 津軽三味線黒澤会 ﾂｶﾞﾙｼﾞｬﾐｾﾝｸﾛｻﾜｶｲ 岩手県盛岡市 13
入賞


