
　刈谷国際音楽コンクール

 ガラコンサート in 碧南
2019年2 月2日 （土）　14：00 開演 （13：30 開場）
碧南市芸術文化ホール　エメラルドホール 全席自由  500円

フルート部門　小学生の部　
優秀賞

濱田 紗瑛 Sae Hamada
L.ボッケリーニ：フルート協奏曲 ニ長調 作品27 

弦楽器部門（ヴァイオリン）小学校１年～３年の部
最優秀賞　刈谷音楽協会賞

藤崎 菜々子 Nanako Fujisaki
モーツァルト :ヴァイオリン協奏曲第５番イ長調K.219 

より　第１楽章

弦楽器部門（ヴァイオリン）小学校４年～６年の部
最優秀賞　刈谷市教育委員会賞　

上田 愛唯 Mei Ueda
ヴィエニアフスキ：ヴァイオリン協奏曲第2番ニ短調 Op22

より第1楽章

弦楽器部門（ヴァイオリン）小学校４年～６年の部
最優秀賞　刈谷市教育委員会賞

小島 千幸 Chiyuki Kojima
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 op.26 

より　第1楽章

ピアノ部門小学校１年～３年の部　
最優秀賞　刈谷国際音楽コンクール実行委員会賞

藤田 梨菜 Rina Fujita
バッハ：パルティータ第1番　変ロ短調より

２つのメヌエットとジーグ
ピアノ部門 小学校１年～３年の部　
優秀賞　

服部 結衣 Yui Hattori
イベール：「物語」より第８曲 水晶の籠、第９曲 水売り女

ピアノ部門 小学校４年～６年の部　
優秀賞

大森 麻央 Mao Oomori
E.H.グリーグ　春に寄す　Allegro

フルート部門　高校生の部　
優秀賞

鍋島 こころ  Nabeshima Kokoro
フォーレ :ファンタジー Op.79

ピアノ部門 中学生の部　
最優秀賞　刈谷市教育委員会賞

岩間 朱香 Ayaka Iwama
ショパン：バラード第2番  ヘ長調  Op.38

ピアノ部門  中学生の部　
最優秀賞　刈谷市教育委員会賞　

浅井 美奈巳 Minami Asai
ラヴェル :ソナチネ

弦楽器部門（ヴァイオリン）　一般の部　　　
優秀賞　

幸村 和奏 Wakana Koumura
メンデルスゾーン :ヴァイオリンコンチェルト

ホ短調 作品64  第１楽章

フルート部門　一般の部　
優秀賞

岡田 薫子 Kako Okada
P.タファネル :ミニヨンの主題による

グランドファンタジー

ピアノ部門　高校生の部　
最優秀賞　刈谷市議会議長賞

鈴木 このか Konoka Suzuki
ベートーヴェン：ピアノソナタ第12番 

変イ長調 op.26 第1,3,4楽章

フルート部門　中学生の部　
優秀賞

石原 葵加 Aika Ishihara
シャミナード：コンチェルティーノ ニ長調 

Op.107 Moderato

弦楽器部門（ヴァイオリン）　中学生の部
最優秀賞　刈谷市議会議長賞　

遠藤 望名 Mona Endo
ヴィエニャフスキ :『創作主題による華麗なる変奏曲

 イ長調 作品15』



藤崎  菜々子（ヴァイオリン）伴奏／安藤弘子
４歳よりヴァイオリンを牛王えり子氏に師事。第38回こどものため
のヴァイオリンコンクール in刈谷金賞。第3回豊田ヴァイオリンコ
ンクール金賞。第27回日本クラシック音楽コンクール第4位。第5回
刈谷国際音楽コンクール最優秀賞。みよし市立三好丘小学校3年。

濱田  紗瑛（フルート）
プロフィール :4歳よりピアノ、8歳よりフルートを始める。第4回・
第5回刈谷国際音楽コンクールフルート部門小学生の部にて優秀賞
受賞、第2回赤坂ジュニア音楽コンクールフルート部門にて銅賞受
賞。大西圭子氏に師事。

小島  千幸（ヴァイオリン）伴奏／保科 有希
3歳よりヴァイオリンを始める。第2、3、4回刈谷国際音楽コンクー
ル小学生1～3年の部優秀賞。第5回同コンクール小学生4～6年の部
最優秀賞。現在、刈谷市立双葉小学校4年。ヴァイオリンを近藤富士
雄氏に師事。

上田  愛唯（ヴァイオリン）伴奏／保科有希
3歳よりヴァイオリンを始める。第3·4·5回刈谷国際音楽コンクール
最優秀賞受賞。現在、椙山女学園大学附属小学校5年。ヴァイオリン
を近藤富士雄氏に師事。

藤田  梨菜（ピアノ）
６歳よりピアノをスズキメソード指導法より始める。林美枝子氏に
師事。第３２回江南ピアノコンクール（小学1～2年生の部）奨励賞。
現在、東海市立渡内小学校2年生。

服部  結衣（ピアノ）
４歳よりピアノを始める。第５回刈谷国際音楽コンクールピアノ部
門小学校１～３年の部にて優秀賞。野々山雅子氏に師事。現在、刈
谷市立富士松北小学校３年生。

大森  麻央（ピアノ）
３歳からピアノを始める。５歳よりヤマハジュニア専門コースに所
属。第4回刈谷国際音楽コンクールピアノ部門小学４～６年の部奨
励賞受賞。現在、溝口里美氏に師事。刈谷市立東刈谷小学校６年在学。

石原  葵加（フルート）伴奏：佐々木杏子
3歳よりピアノ、11歳よりフルートを始める。ピアノでは、第9回ド
リアードピアノアカデミーを受講し同修了コンクール入選。フルー
トでは、第23回 KOBE国際音楽コンクール優秀賞、第72回全日本学
生音楽コンクール名古屋大会第1位。フルートを大西圭子氏に師事。

遠藤  望名（ヴァイオリン）伴奏：保科有希
4歳よりヴァイオリンを始める。第27回日本クラシック音楽コンクー
ル 小学校高学年の部第2位（1位なし）、第72回全日本学生音楽コン
クール名古屋大会中学校の部第1位。現在、原田幸一郎、神谷美千
子の両氏に師事。

岩間  朱香（ピアノ）
ショパン国際ピアノコンクール inASIA  2016年、2017年アジア大
会奨励賞。PTNAピアノコンペティション C級全国大会入選。第2回
刈谷国際音楽コンクール優秀賞、審査員特別賞。第５回刈谷国際音
楽コンクール最優秀賞。伊井光子氏に師事

浅井  美奈巳（ピアノ）
2005年生まれ。第16回中部ショパンピアノコンクール中学生部門 
銅賞。第5回刈谷国際音楽コンクール中学生の部 最優秀賞。第72回
全日本学生音楽コンクール名古屋大会中学校の部 入選。松尾美香・
清水敦子・清水皇樹の各氏に師事。

鍋島  こころ（フルート）伴奏 /北村愛子
2001年生まれ。14歳よりフルートを始める。第5回 刈谷国際コン
クール フルート部門 高校の部 優秀賞。これまでに、フルートを長
谷川夕真、虎谷朋子の各氏に師事。現在、京都堀川音楽高校2年在
学中。

幸村  和奏（ヴァイオリン）　伴奏：田中麻紀
第69回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位。第1回刈谷国際
音楽コンクール最優秀賞。第19回日本演奏家コンクール高校の部
第1位、準グランプリ。中部フィルハーモニー交響楽団等と共演。
沼田園子、舘奈緒各氏に師事。現在、南山高校女子部3年在学。

鈴木  このか（ピアノ）
2000年生まれ。5歳よりピアノを始める。第5回刈谷国際音楽コン
クール 最優秀賞 刈谷市議会議長賞 受賞。現在、佐野翠・西川秀人各
氏に師事。名古屋市立菊里高等学校音楽科3年在学中。

岡田  薫子（フルート） 伴奏：金原あかり
第69回全日本学生音楽コンクール名古屋大会高校の部第3位。第7回
岐阜国際音楽祭コンクール管楽器部門高校の部第2位。ならびに審
査員特別賞、岐阜県教育委員会賞受賞。これまでに浅井徳子、大海
隆宏、周藤典子、寺本義明、橋本岳人の各氏に師事。

電車でお越しの方

■　名鉄をご利用の場合
　　　名鉄本線「知立駅」乗り換え、
　　　名鉄三河線「北新川駅」下車、
　　　南東方向へ徒歩約 5分

■　ＪＲ東海道線と名鉄線ご利用の場合
　　　ＪＲ「刈谷駅」乗り換え、
　　　名鉄三河線「北新川駅」下車、
　　　南東方向へ徒歩約 5分

車でお越しの方
■　知多半島道路をご利用の場合
　　阿久比インターから車で約 20 分 （ 衣浦大橋を渡って右折）
■　駐車場のご案内
　　　　※駐車台数に限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。
　　　　　（駐車場は碧南市民図書館と共同です）　

[ 駐車台数 ]
P1：第 1 駐車場 /85 台
P2：第 2 駐車場 /53 台
P3：第 3 駐車場 /40 台

P4：第 4 駐車場 /28 台
P6：第 6 駐車場 /28 台
P7：第 7 駐車場 /21 台

P8：第 8 駐車場 /25 台

ア　ク　セ　ス
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