
賞 氏名 部門 賞 氏名 部門 賞 氏名 部門

11 回 新人賞 鈴木　和生 チェロ

梶山　明美 ソプラノ

相田　祥子 ピアノ

岡部　昌子 ピアノ

神永　良江 ピアノ

田中　須美子 ソプラノ

吉田　美菜子 箏

小林　由佳 ピアノ

桜井　直子 フルート

塚原　弘巳 ソプラノ

中村　佳代 ピアノ

白石　圭美 ソプラノ

藤　奈津美 フルート

泊　美佐子 ピアノ

清水　直子 ヴァイオリン 立枝　恵子 マリンバ

山口　泉恵 ソプラノ 西村　充代 ソプラノ

山田　裕美 ソプラノ 池本　光子 ピアノ

宇野　里美 ファゴット 中村　悦子 ソプラノ

飯村　かおり ソプラノ 大沼　直美 ピアノ

滝口　智子 ピアノ

鳥居　礼子 ピアノ

下村　ユミ ソプラノ

村岡　紹子 ヴァイオリン

河野　綾子 クラリネット 石沢　美都 ヴァイオリン

小川　由希子 ピアノ 中田　亮子 ソプラノ

堤　京子 ソプラノ

班目　加奈 トランペット 保嶋　亮子 ピアノ

松本　尚美 ピアノ 鈴木　信哉 チェロ

関　真理子 ソプラノ

原　進 トランペット 渡辺　泰人 ピアノ

小島　慶子 ピアノ 細貝　潤 トロンボーン

戝木　麗子 ソプラノ 村田　万波 ピアノ

今井　奈々絵 ピアノ 雨貝　公子 クラリネット

高島　麻衣子 ヴァイオリン 市毛　里香 フルート

東　佳津世 ピアノ 西山　祥子 メゾソプラノ

城戸　春子 チェロ 伊藤　恵 サクソフォーン

佐藤 祥子 ピアノ 坂本　真紀 オーボエ

宮本　香織里 ソプラノ

中村　里子 ヴィオラ 山崎　法子 ソプラノ

江橋　佐知 ピアノ 柴野　美佳 ソプラノ

宮内　夕佳里 ソプラノ 千葉　真紀子 トロンボーン

茨城県新人演奏会歴代受賞者【11回～44回】

25 新人賞 奨励賞

回

12 新人賞

13 新人賞

14

回

奨励賞

19 新人賞 該当者なし 奨励賞

新人賞

15 新人賞

16 新人賞

17 新人賞

22 新人賞 奨励賞

23

※奨励賞は第17回より、聴衆賞は第33回より採用

出演回
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18

20

21

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

回

新人賞

新人賞

新人賞

新人賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

新人賞 奨励賞



浅原　かおり ピアノ 塚崎　浩子 ピアノ

田代　藍 ヴァイオリン 瀧家　尚美 ピアノ

平田　尚子 ピアノ 坂本　沙織 クラリネット

冨沢　由美 ヴァイオリン 上原　静 マリンバ

御前　朋子 ピアノ 塚田　理果 ピアノ

井筒 晃子 ピアノ 野澤　徹也 三味線

梶木　良子 ピアノ 長須　与佳 尺八

山本　彩子 メゾソプラノ 粉川　祐子 ヴァイオリン

田名部 真理
恵

ピアノ 秋山　瑠美 ソプラノ

竹内　沙耶香 サクソフォーン 目本 真実 ピアノ

石原　　妙子 ソプラノ 村上　加奈
ユ ー フ ォ ニア
ム

山崎　裕 ピアノ 片岡　麻衣 ピアノ

篠原　有紀子 ピアノ 石塚　崇
ユ ー フ ォ ニア
ム

志村　江美 ソプラノ 清水　亜矢 ソプラノ

石川　眞佐江 ピアノ 小杉　峰子 箏

木戸　麻裕美 ピアノ 忠　紗友里 ピアノ

坂口　大介 サクソフォーン 髙野　綾 マリンバ

荒井　智子 ヴァイオリン

32 回 新人賞 菊池　洋子 フルート 奨励賞 井上　加奈子 ピアノ

牛草　葉那 ヴァイオリン 村田　裕子 ピアノ

月岡　優 ピアノ 寺山　香澄 テューバ

瀧　玲子 ソプラノ

藤原　百子 ピアノ

山本　徹 チェロ

木下　通子 チェロ

永田　絵里子 ピアノ

山崎　響子 ヴァイオリン

藤崎　陽子 ピアノ

和田　萌子 ピアノ

川又　明日香 ヴァイオリン

中島　裕康 箏

長津　日香里 ピアノ

森島　菊乃 クラリネット

塙　理美 ピアノ

廣瀬　由香里 ピアノ

牛草　春 ヴァイオリン

皆神　陽太 ファゴット

大谷　朋 ピアノ

42 回 新人賞 渡邉　真亜子 ピアノ 奨励賞 石坂　淑恵 ヴァイオリン 聴衆賞 今井　美佳 ピアノ

畠山　奏子 フルート

山崎　未貴 ピアノ

住谷　美帆 サクソフォーン 特別賞 西山　大吾 作曲

飛田　和華 ヴァイオリン 聴衆賞 藤田　美歩 ピアノ

奨励賞 聴衆賞 小川　瞳

吉田　かなえ

43

聴衆賞

聴衆賞

40 回 新人賞 奨励賞 櫻井　智美 ソプラノ

髙橋　侑回 新人賞 奨励賞 髙橋　侑 ソプラノ 聴衆賞

新人賞 奨励賞 飯島　正徳 ピアノ 聴衆賞 藤原　百子

33 回 新人賞

38 回 新人賞 奨励賞 関　美矢子 オーボエ 聴衆賞 長津　日香里

牛草　春

聴衆賞 野村　祐平

37 回 新人賞 奨励賞 箱﨑　由衣 クラリネット 聴衆賞

36 回 新人賞 奨励賞 木村　紀奈 ピアノ

綿引　和也

35 回 新人賞 奨励賞 菊川　玲 ソプラノ 聴衆賞 鈴木　望

34 回

30 回 新人賞 奨励賞

31 回 新人賞 奨励賞

28 回 新人賞 奨励賞

29 回 新人賞 奨励賞

26 回 新人賞 奨励賞

27 回 新人賞 奨励賞

ピアノ
※観客賞

ピアノ
※茨城県新人賞

メゾソプラノ

テノール

ピアノ

ピアノ
※茨城県新人賞

44 回 新人賞 奨励賞 山田　紀緒 ピアノ

ピアノ

ヴァイオリン
※茨城県新人賞

クラリネット

ソプラノ

39 回 新人賞 奨励賞 高橋　真理 ピアノ 聴衆賞 大澤　純麗

41 回 新人賞 奨励賞 渡辺　万菜 フルート


