
＜出場者数＞　　個人の部　１４５人

団体の部　１０９人

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

1 田沼　清 神奈川県 津軽じょんから節 1 岡崎　秀明 宮城県 津軽三下り 21 信山　松英 青森県

2 杉山　一三 愛知県 津軽じょんから節 2 三上　勝司 青森県 津軽じょんから節曲弾き 22 荒木　久幸 長崎県

3 松永　悌子 千葉県 津軽じょんから節 3 泉　公庸 兵庫県 津軽じょんから節 23 小竹　美咲 新潟県

4 元山　茂 愛知県 津軽じょんから節 4 中野　泰宏 兵庫県 津軽じょんから節 24 木村　香緒里 青森県

5 緒方　勝明 愛媛県 津軽じょんから節（新節） 5 加藤　弘治 愛知県 津軽よされ節 25 鈴木　哲弥 埼玉県

6 筒井　武志 茨城県 津軽じょんから節 6 水村　一徳 神奈川県 津軽じょんから節新節 26 大谷部　年未 神奈川県

7 花井　彰 愛知県 津軽じょんから新節 7 熊谷　瑞希 青森県 津軽じょんから節 27 小熊　昭良 富山県

8 大工　和夫 石川県 黒石じょんから 8 石川　久美子 東京都 津軽じょんから節 28 藤池　豊 静岡県

9 田中　寿夫 愛知県 津軽じょんから新節 9 木村　洋 北海道 津軽よされ節 29 三浦　幸人 岩手県

10 前田　賢三 埼玉県 津軽じょんから節 10 青山　友子 青森県 津軽じょんから節旧節 30 伊藤　達也 青森県

11 長谷川　正金 秋田県 津軽あいや節 11 川上　芳 神奈川県 津軽じょんから節（新節） 31 矢口　祐介 千葉県

12 森口　隆信 和歌山県 津軽小原節 12 新井　邦夫 埼玉県 津軽じょんから節 32 小竹　美里 新潟県

13 成田　建男 青森県 津軽じょんから節曲弾き 13 加藤　孝士 神奈川県 津軽じょんから節 33 徳田　恵美 大阪府

14 山岸　嘉久 石川県 津軽じょんから節 14 北村　真央 埼玉県 津軽じょんから節 34 木村　真弓 青森県

15 酒井　敏彦 石川県 津軽あいや節 15 本田　利弘 東京都 津軽じょんから節 35 高岡　美格 静岡県

16 盛下　和夫 岩手県 津軽よされ節 16 川上　耕治 千葉県 津軽じょんから節 36 亀谷　英明 大阪府

17 増田　賀照 神奈川県 津軽じょんから節 17 戸塚　丈晴 静岡県 津軽じょんから節 37 村尾　亜耶 長崎県

18 北折　美三子 愛知県 津軽じょんから節曲弾き 18 大木　理恵 東京都 津軽じょんから節 38 松永　弘彦 神奈川県

19 落合　光枝 神奈川県 津軽数え唄　変奏曲 19 元植　薫 神奈川県 津軽じょんから節 39 齋藤　沙希 青森県

20 髙橋　公範 青森県 津軽よされ節 20 市川　清男 山梨県 津軽よされ節 40 佐久間　翔太 愛知県

21 小室　陽子 埼玉県 津軽じょんから節曲弾き

22 藤井　正彦 岐阜県 津軽よされ節

№ 氏　名 住　所 № 氏　名 住　所

1 杉山　大祐 愛知県 8 加藤　佑典 愛知県

№ 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 2 山中　裕史 埼玉県 9 新出　武玄 石川県

1 波多野　晶子 滋賀県 津軽たんと節 3 本田　恵美子 宮城県 10 川上　浩市 千葉県

2 ギャレス・バーンズ 青森県 津軽じょんから節 4 朝倉　盛企 神奈川県 11 佐藤　晶 青森県

3 伊藤　昌弘 埼玉県 津軽じょんから節 5 松永　泰輔 神奈川県 12 栗原　武啓 神奈川県

4 深瀬　洋子 秋田県 津軽じょんから節 6 柴田　佑梨 宮城県 13 小島　康平 青森県

5 中川　紘汰 神奈川県 津軽じょんから節 7 堀尾　泰磨 愛媛県

6 小沢　誠 青森県 津軽じょんから節前弾き

7 田中　駿也 福井県 津軽じょんから節

№ 氏　名 住　所 演　奏　曲　目 8 中村　祐太 青森県 津軽じょんから節

1 本田　憂己 宮城県 津軽じょんから節曲弾き 9 櫻根　裕之 東京都 津軽じょんから節 № 団　体　名 住　所 人数

2 足立　美月 静岡県 津軽じょんから節 10 布田　和輝 長野県 津軽じょんから節（新節） 1 青森県立金木高等学校 青森県 4

3 川口　廉央 宮城県 津軽じょんから節 11 渋谷　知樹 青森県 津軽じょんから節 2 五所川原第一高等学校Ｂ 青森県 津軽民謡平物メドレー（りんご節、津軽甚句、願人節） 8

4 平野　ことは 静岡県 津軽じょんから節 12 小川　智央 東京都 津軽じょんから節 3 鰺ヶ沢中学校音楽部 青森県 8

5 齊藤　雅也 北海道 津軽じょんから節 13 吉田　幸子 埼玉県 津軽じょんから節 4 五所川原第一高等学校Ａ 青森県 5

6 西川　彩乃 青森県 津軽あいや節 14 芳野　裕樹 京都府 津軽じょんから節曲弾き 5 石川一男社中「翼」 北海道 3

7 田中　風真 愛知県 津軽じょんから節 15 遠藤　肇 埼玉県 津軽じょんから節

8 阿部　涼楓 北海道 津軽じょんから節 16 渡部　禎郎 東京都 津軽じょんから節新節

9 波多野　木宥 滋賀県 津軽じょんから節新節 17 吉田　明 石川県 津軽じょんから節新節

10 本多　凜 石川県 津軽じょんから節 18 濱谷　瑞希 北海道 津軽じょんから節 № 団　体　名 住　所 演　奏　曲　目 人数

11 小倉　士輝 東京都 津軽じょんから節新節 19 佐々木　敏子 宮城県 津軽じょんから節 1 撥美音ぼたん会 石川県 津軽じょんから節新節 5

12 横地　春平 北海道 津軽じょんから節 20 柴田　雅朗 大阪府 津軽じょんから節 2 しぶや三絃黒石会 青森県 黒石じょんから～津軽じょんから節新節 3

21 末廣　裕美 福岡県 津軽じょんから節 3 津軽三味線緑春会 宮城県 津軽じょんから節曲弾き 4

22 デミトリス・光生 青森県 津軽じょんから節 4 悠絃会 茨城県 津軽甚句 3

23 稲垣　淳也 岐阜県 津軽あいや節

№ 氏　名 演　奏　曲　目 24 加藤　浩子 岩手県 十三の砂山

1 鈴木　隆洋 津軽じょんから節新節 25 岩瀬　春菜 東京都 津軽じょんから節

2 佐藤　孝樹 津軽じょんから節 26 為井　秀峰 富山県 津軽じょんから節旧節 1 轍 青森県 津軽じょんから節合奏曲「優春」 8

3 成田　涼真 津軽じょんから節曲弾き 27 松尾　和香 長崎県 津軽じょんから節 2 珠の音会 東京都 津軽じょんから節 9

4 三宅　主貴 津軽じょんから節 28 大寺　久美子 宮城県 津軽じょんから節 3 青森県立保健大学津軽三味線サークル 青森県 嘉瀬の奴踊りじょんがら組曲 7

5 袴田　悠貴 津軽あいや節 29 葛西　恵子 青森県 津軽じょんから節 4 廣原会 東京都 津軽民謡メドレー 8

6 鈴木　翔平 津軽じょんから節新節 30 加藤　達郎 福井県 津軽じょんから節（新節） 5 津軽三味線亀甲会 大阪府 津軽じょんから節新節 7

7 葛西　柊人 津軽じょんから節 31 沼田　早苗 青森県 津軽じょんから節

8 乗田　萌李 津軽あいや節 32 西山　恵美子 山梨県 津軽三下り

9 本田　瑛莉香 津軽じょんから節曲弾き 33 尾崎　貴司 大阪府 津軽じょんから節

10 生田　澪華 津軽あいや節 34 小倉　輝久 東京都 津軽じょんから節新節 № 団　体　名 住　所 演　奏　曲　目 人数

11 木下　友梨奈 津軽じょんから節 35 遠藤　周作 北海道 津軽三下り 1 貢隼会 神奈川県 津軽民謡メドレー 11

12 宮﨑　啓佑 津軽たんと節 36 竹中　水穂 東京都 津軽じょんから節（新節） 2 津軽三味線黒澤会 岩手県 津軽小原節 16

13 小寺　聖夏 津軽じょんから節 37 本田　利枝 神奈川県 津軽じょんから節

14 本田　和佳菜 津軽じょんから節曲弾き 38 稲﨑　晴也 静岡県 津軽じょんから節

15 鈴木　雄司 津軽じょんから節 39 三畑　邦彦 岩手県 津軽三下り

16 髙橋　拓美 津軽じょんから節 40 長谷川　和美 神奈川県 津軽じょんから節

17 北村　美里 津軽じょんから節 41 安達　英寿 埼玉県 津軽じょんから節

　 　 　 　 ・ 「 唄づけの名手・ 福士政勝」
　 　 　 　 ・ 「 地域に残った仁太坊の息吹」
開催期間： 平成２ ５ 年４ 月１ 日～平成２ ６ 年３ 月３ １ 日

東京都

茨城県

埼玉県

第25回 津軽三味線全日本金木大会

※　時間が多少ずれ込みますのでご了承ください。

愛知県

神奈川県

北海道

宮城県

　８：５０～

○個人・小学生以下の部

個人・一般Ｃ級の部
津軽じょんから節新節

津軽三味線会館　 平成２ ５ 年度特別展示開催

○個人・中高生の部

住　所

東京都

神奈川県

青森県

茨城県

茨城県

○団体・一般の部　Ａグループ

午
前
の
部

５月５日（２日目）５月４日（１日目）

 日　時／２０１３年５月４・５日 午前８：５０開始
 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）

開会式

個人・中高生の部

団体・中高生の部

講評・結果発表・表彰式

開始予定時刻

１１：３０～

１３：００～

昼休み・アトラクション 昼休み・アトラクション

午
後
の
部

講評・結果発表・表彰式

仁太坊賞受賞者再演

講評・結果発表・表彰式

シニアの部

○個人・一般の部　Ｂ級

演　奏　曲　目

津軽じょんから節

○個人・一般の部 Ｃ級

○個人・シニアの部

○個人・一般の部　Ａ級

津軽じょんから節（新節）

津軽じょんから節（新節）

津軽じょんから節（新節）

津軽よされ節

開始予定時刻

青森県

宮城県

午
前
の
部

午
後
の
部

個人・小学生以下の部

　９：４５～

１０：４５～

　９：００～

愛知県

団体・一般Ａグループ

個人・一般Ａ級の部

講評・結果発表・表彰式

青森県

１６：００～

１３：４０～

１２：３０～

北海道

開始挨拶ほか

個人・一般Ｂ級の部

団体・一般Ｃグループ

団体・一般Ｂグループ

　８：５０～

　９：００～

１１：１０～

１１：３０～

１１：５５～

１２：０５～

１３：３０～

１６：００～
（予定）

演　奏　曲　目

津軽じょんから節

津軽じょんから節（新節）

津軽じょんから節

津軽じょんから節

津軽よされ節

津軽よされ節

津軽じょんから節

津軽じょんから節旧節

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

○団体・一般の部　Ｂグループ

○団体・一般の部　Ｃグループ

○団体・中高生の部

津軽あいや節

津軽じょんから節

津軽あいや節

津軽じょんから節新節

津軽よされ節

津軽じょんから節

津軽小原節旧節～鰺ヶ沢甚句


