
■日時：２００８年５月４・５日 午前９：００開始 個人・一般の部　Ｂ級 ２日目（５月５日）　午前
■場所：青森県五所川原市金木町 金木公民館 56 深瀬　洋子 秋田県 津軽じょんから節

57 遠山　直子 山梨県 津軽じょんから節
個人・小学生の部 １日目（５月４日）　午前 個人・熟年の部 １日目（５月４日）　午後 58 Grant Reimer 青森県 津軽あいや節

№ 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 15 筒井　武志 茨城県 津軽じょんから節 59 小熊　昭良 富山県 津軽よされ節
1 袴田　悠貴 愛知県 津軽じょんから節 16 山岸　嘉久 石川県 津軽じょんから節 60 桜田　賢治 青森県 津軽じょんから節
2 北村　美里 埼玉県 津軽じょんから節 17 端　知恵子 石川県 十三の砂山 61 小川　智央 東京都 津軽じょんから節
3 岩井　幹 青森県 津軽じょんから節新節 18 出口　満子 愛知県 津軽じょんから節 62 小畑　由美子 広島県 津軽じょんから節
4 島村　光成 青森県 津軽じょんから節 19 中村　主二 秋田県 津軽じょんから節 63 三上　森丸 神奈川県 津軽じょんから節
5 青砥　裕介 茨城県 津軽じょんから節 20 盛下　和夫 岩手県 津軽あいや節 64 三浦　幸人 岩手県 津軽じょんから節
6 布施　奈々 埼玉県 津軽じょんから節 21 小畑　昌弘 広島県 津軽じょんから節 65 本田　利枝 神奈川県 津軽じょんから節
7 斎藤　嵩晃 青森県 津軽じょんから節 22 斎藤　重男 東京都 津軽あいや節 66 花田　昇代 青森県 津軽じょんから節
8 木下　友梨奈 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 23 元山　茂 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 67 齋藤　沙希 青森県 津軽じょんから節
9 大邑　亜理寿 青森県 津軽じょんから節新節 24 佐田　幸一 愛知県 津軽数え唄 68 岩間　仁 千葉県 津軽よされ節
10 石井　由梨香 青森県 津軽じょんから節新節 25 堀尾　清 愛媛県 津軽じょんから節新節 69 田澤　康昭 青森県 津軽じょんから節
11 髙森　彩花 茨城県 津軽じょんから節 26 出口　正敏 愛知県 津軽じょんから節 70 加藤　佑典 愛知県 津軽じょんから節
12 土屋　亜実 静岡県 津軽じょんから節 27 西田　邦子 富山県 十三の砂山 71 柴田　雅朗 大阪府 津軽じょんから節
13 石岡　弘惇 青森県 津軽じょんから節旧節 28 宮前　春子 岐阜県 津軽小原節 72 榎本　良夫 静岡県 津軽甚句と津軽じょんから節
14 小寺　聖夏 北海道 津軽あいや節
15 高橋　拓美 茨城県 津軽じょんから節 個人・一般の部　Ｂ級 ２日目（５月５日）　午前 個人・一般の部　Ａ級 ２日目（５月５日）　午後
16 福士　菜々花 青森県 津軽じょんから節 № 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 № 氏　名 住　所 № 氏　名 住　所
17 沢谷　りいな 静岡県 りんご節と津軽じょんから節 1 西山　恵美子 山梨県 津軽じょんから節 1 市川　清男 山梨県 15 新出　武玄 石川県
18 髙橋　虎之介 神奈川県 津軽じょんから節 2 大木　理恵 東京都 津軽じょんから節 2 小山内　薫 青森県 16 高岡　美格 静岡県
19 原田　政孟 神奈川県 津軽じょんから節 3 浅原　久子 東京都 嘉瀬の奴踊り 3 金澤　輝宜 青森県 17 高橋　公範 青森県
20 葛西　柊人 北海道 津軽あいや節 4 田中　志穂 東京都 津軽じょんから節 4 亀谷　英明 大阪府 18 豊島　紀一郎 茨城県
21 宮崎　啓佑 神奈川県 津軽じょんから節 5 寺島　敏幸 北海道 津軽小原節 5 木下　恒存 長崎県 19 永村　幸治 石川県
22 桝田　亜湖 茨城県 津軽じょんから節 6 山根　俊治 北海道 津軽じょんから節 6 工藤　純市 青森県 20 鍋谷　東輝 富山県

7 木村　香緒里 青森県 津軽じょんから節 7 栗原　武啓 神奈川県 21 馬場　淳史 愛知県
個人・中高生の部 １日目（５月４日）　午前 8 新井　邦夫 埼玉県 津軽じょんから節新節 8 国府田　邦光 神奈川県 22 藤井　城 東京都

№ 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 9 東岡　賢司 兵庫県 津軽じょんから節曲弾き 9 柴田　愛 宮城県 23 藤井　黎元 東京都
1 原　陽介 北海道 津軽あいや節 10 佐藤　益美 東京都 津軽じょんから節 10 柴田　雅人 宮城県 24 藤村　由利子 岩手県
2 布施　雄基 埼玉県 津軽じょんから節 11 松永　弘彦 神奈川県 津軽よされ節 11 柴田　佑梨 宮城県 25 堀尾　泰磨 愛媛県
3 小山　威駆 山梨県 津軽じょんから節 12 沖津　悌四郎 石川県 津軽じょんから節 12 渋谷　幸平 青森県 26 山影　匡瑠 神奈川県
4 西村　沙由梨 福岡県 津軽よされ節 13 渋谷　龍 青森県 津軽じょんから節新節 13 清水　真奈美 埼玉県 27 山本　大 東京都
5 有川　正 千葉県 津軽じょんから節旧節 14 山本　和浩 大阪府 津軽じょんから節 14 下井倉　誠 鹿児島県 28 米澤　希英 千葉県
6 近江　実和 石川県 津軽じょんから節 15 岡崎　秀明 宮城県 弥三郎節
7 小島　華 福岡県 鰺ヶ沢甚句 16 福井　直子 静岡県 津軽タント節と津軽じょんから節 ・Ａ級はトーナメント方式で行います。
8 松永　汐里 福岡県 津軽あいや節 17 村松　さつき 愛知県 津軽じょんから節 ・出場№はスクリーンにて発表します。
9 小松原　優杏 茨城県 津軽じょんから節 18 徳田　恵美 大阪府 津軽じょんから節
10 那須　愛加 福岡県 十三の砂山 19 元植　薫 神奈川県 津軽じょんから節 団体・小中高生の部 １日目（５月４日）　午後
11 庄田　愛 石川県 津軽じょんから節 20 千葉　敦文 北海道 津軽よされ節 № 団　体　名 住　所 演　奏　曲　目 人数
12 木下　翔平 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 21 竹中　水穂 東京都 津軽じょんから節 1 五所川原第一高等学校Ｂ 青森県 じょんからの風 6
13 福吉　理美 静岡県 りんご節 22 中西　一江 静岡県 津軽じょんから節 2 まどか 埼玉県 津軽じょんから節「未来」 3
14 川上　浩市 千葉県 津軽じょんから節 23 松岡　幸喜 岩手県 津軽よされ節 3 滝栄会 青森県 津軽の想い 4
15 太田　彩香 青森県 津軽じょんから節新旧節 24 加藤　孝士 神奈川県 津軽じょんから節 4 青森県立金木高等学校 青森県 おいらせ 11
16 石橋　真奈美 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 25 石川　久美子 東京都 津軽じょんから節 5 五所川原第一高等学校Ａ 青森県 津軽の三下りメドレー 6
17 斉藤　まりあ 青森県 津軽じょんから節新節 26 佐藤　知 新潟県 津軽じょんから節曲弾き 6 あさひ 青森県 あさひのヤッコ弾き 6
18 鈴木　康介 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 27 大谷部　年未 神奈川県 津軽じょんから節 7 弦悟郎ひばり組 茨城県 津軽じょんから節合奏曲「童調子」 5
19 北村　真央 埼玉県 津軽じょんから節 28 粟竹　千果 神奈川県 津軽じょんから節 8 九州女子高等学校 福岡県 津軽じょんから節変奏曲 6
20 大島　楓 静岡県 津軽じょんから節と旧節 29 小畠　正資 埼玉県 弥三郎節
21 柴田　彩帆 福岡県 津軽あいや節 30 橋本　由華里 大阪府 津軽じょんから節 団体・一般の部　Ｂグループ ２日目（５月５日）　午後
22 杉山　大祐 愛知県 津軽じょんから節 31 水村　一徳 神奈川県 鰺ヶ沢甚句 № 団　体　名 住　所 演　奏　曲　目 人数
23 芹沢　萌々果 静岡県 黒石よされと津軽よされ節 32 北村　美智代 埼玉県 津軽じょんから節 1 弦悟郎さくら組 茨城県 津軽じょんから節合奏曲「弦遊」 5
24 清水　隆宏 愛知県 津軽よされ節 33 Mike Penny 青森県 津軽あいや節 2 貢隼会 神奈川県 我汝 5
25 久徳　真理絵 埼玉県 津軽じょんから節 34 太田　望美 岩手県 津軽よされ節 3 佐々木光儀三絃会宝船 茨城県 津軽じょんから節合奏曲「天音」 10
26 立木　雄輝 長崎県 津軽じょんから節 35 原野　悦子 岩手県 弥三郎節 4 津軽三味線亀甲会 大阪府 津軽三味線合奏曲「颶」 7
27 公下　隼 石川県 津軽じょんから節 36 山口　晃司 愛知県 津軽じょんから節 5 紫苑 埼玉県 Twinkle ～輝き～ 3
28 湊　香寿美 石川県 津軽じょんから節 37 長田　伸一 石川県 津軽あいや節 6 じょんから倶楽部 愛知県 夢 4
29 塚本　裕士 愛知県 津軽じょんから節新節曲弾き 38 古徳　隼人 茨城県 津軽じょんから節 7 三絃冨塚会「柴田三兄妹」 宮城県 KANAGI 3

39 小林　由昌 愛知県 津軽じょんから節 8 盛絃会 千葉県 絃舞奏 5
個人・熟年の部 １日目（５月４日）　午後 40 本田　利弘 東京都 津軽じょんから節 9 撥美音ぼたん会 石川県 津軽じょんから節新節 5

№ 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 41 川上　芳 神奈川県 津軽じょんから節曲弾き 10 全国大会混成チーム「友情の輪」 神奈川県 津軽タント節 5
1 北折　美三子 愛知県 津軽じょんから節 42 中村　亮太 東京都 津軽三下り 11 石川一男社中翼 北海道 津軽じょんから節変奏曲 6
2 小沼　博 茨城県 津軽あいや節 43 中山　孝志 富山県 津軽じょんから節
3 工藤　準造 青森県 津軽じょんから節 44 安田　隆治 青森県 津軽じょんから節 団体・一般の部　Ａグループ ２日目（５月５日）　午後
4 佐藤　クラエ 岩手県 津軽タント節 45 秋元　愛 青森県 津軽じょんから節新節 № 団　体　名 住　所 演　奏　曲　目 人数
5 藤井　正彦 岐阜県 津軽じょんから節 46 落合　光枝 神奈川県 津軽数え唄 1 岩手成美会 宮城県 オリジナルジョンカラ「津軽の風」 16
6 三上　英美子 青森県 津軽じょんから節 47 川上　耕治 千葉県 津軽じょんから節 2 民芸衆団奏鳴曲 静岡県 津軽じょんから節 13
7 市原　英俊 香川県 津軽じょんから節 48 安藤　有希子 富山県 津軽じょんから節 3 三道会 山梨県 津軽じょんから節 12
8 佐藤　滋芳 岩手県 津軽じょんから節 49 片山　光子 石川県 津軽じょんから節 4 佐々木光儀三絃会 茨城県 津軽じょんから節合奏曲「麗」 17
9 板垣　和好 千葉県 津軽協奏曲 50 佐藤　晶 青森県 津軽よされ節 5 津軽三味線黒澤会 岩手県 今昔 11
10 小林　カネコ 富山県 津軽じょんから節新節 51 Kevin Kmetz 青森県 津軽じょんから節中節
11 小林　克彦 東京都 津軽じょんから節 52 湊　英津子 石川県 津軽じょんから節 ＜演奏時間＞ 個人・・・３分以内 出場者数　　・個人の部 179 人
12 大工　和夫 石川県 津軽じょんから節新節 53 鈴木　啓詠 愛知県 津軽よされ節 団体・・・４分以内 ・団体の部 174 人
13 柴原　源吾 富山県 津軽じょんから節中節 54 大島　翔太 静岡県 津軽甚句とじょんから節
14 上村　陽作 愛知県 津軽よされ節 55 信山　松英 青森県 津軽じょんから節 ※時間が多少ずれ込みますのでご了承ください。

第２０回 津軽三味線全日本金木大会


