
第15回 九州国際バッハ音楽コンクール 審査結果
Results of The 15th Kyushu international J.S.Bach music competition

2021.12.18 - 19 久留米シティプラザ ザ・グランドホールにて

On the 18th & 19 th December 2021 at  Kurume City Plaza “The Grand Hall”

♪ ♪ ♪

グランプリ　GRAND PRIX  及び 審査員特別賞

第Ⅵ部門 永吉 優奈 Yuna Nagayoshi 活水女子大学2年

ソリスト部門第1位

松口 理子 Riko Matsuguchi 桐朋学園大学4年

準グランプリ   Semi GRAND PRIX

第Ⅵ部門 岡田 実久 Miku Okada 佐賀大学2年 

ジュニア・グランプリ  Junior-GRAND PRIX

第Ⅱ部門 平野   郁花 Fumika Hirano 佐世保市立皆瀬小学校1年

ジュニア・準グランプリ  Semi Junior-GRAND PRIX

第Ⅲ部門 神代 宗汰 Souta Kumashiro 福岡教育大学附属福岡小学校4年



髙原 頼人 Yorito Takahara 井尻保育園年⾧

越山   結菜 Yuina Koshiyama 荘島幼稚園年⾧

津田   さくら Sakura Tsuda 武蔵ヶ丘幼稚園年⾧

島原   結梨 Yuri Shimabara 聖使幼稚園年中

東 俊嘉 Toshihiro Azuma 正進幼稚園年中

秋吉 杏 Anne Akiyoshi 南ヶ丘保育園年⾧

大島   怜 Rei Oshima 正進幼稚園年⾧

川口 紗誉 Sayo Kawaguchi りんごの木保育園年⾧

坂下 清志郎 Seishiro Sakashita 小郡市立三国小学校3年

陳 悠真 Yuma Chen 鹿児島市立明和小学校2年

本田 侑愛 Yume Honda 福岡教育大学附属久留米小学校2年

吉満   柚佳 Yuzuka Yoshimitsu 鹿児島市立草牟田小学校3年

小池 彩愛 Sara Koike 佐賀市立神野小学校1年

中島 鈴 Suzu Nakashima 春日市立春日原小学校1年

今村 太紀 Taiki Imamura 熊本市立白川小学校2年

佐藤 紬 Tsumugi Sato 久留米市立西国分小学校1年

永尾   優衣 Yui Nagao 北九州市立八枝小学校1年

福留 羽楽 Utano Fukudome 鹿児島市立八幡小学校2年

宮内 唯花 Yuika Miyauchi 北九州市立折尾西小学校2年

陣内   紗英 Sae Jinnouchi 基山町立基山小学校4年

新門 弘崇 Hirotaka Shinkado 春日市立白水小学校4年

Aコース 幼児部門

第1位

第2位

第3位

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第5位

第4位

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

Aコース 第Ⅰa部門

奨励賞

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞



大曲 月椛 Ruka Oomagari ⾧崎市立戸石小学校3年

花田 彩乃 Ayano Hanada 基山町立基山小学校3年

今永   瑛子 Eiko Imanaga 福岡市立笹丘小学校3年

飛奈   みずほ Mizuho Tobina ⾧崎大学教育学部附属小学校2年

松谷 遼 Haru Matsutani 福岡市立東花畑小学校3年

廣津 弘平 Kohei Hirotsu 福岡教育大学附属久留米小学校2年

田原 叶愛 Toa Tahara 春日市立須玖小学校2年

麓 龍太郎 Ryutaro Fumoto 私立⾧崎南山小学校4年

古木 美音 Mion Koki 鹿児島市立草牟田小学校5年

河野   隼人 Hayato  Kawano 福岡市立若久小学校5年

浅野   光咲 Misaki Asano 大野城市立大利小学校4年

渡邉   麻央 Mao Watanabe 那珂川市立安徳北小学校4年

弥栄   奏音 Kanon Mie 北九州市立花尾小学校3年

川野 優希 Masaki  Kawano ⾧崎市立矢上小学校4年

清成 未萊 Mirai Kiyonari 久留米市立篠山小学校3年

今村 心美 Kokomi Imamura 熊本市立白川小学校5年

竹﨑   凛音 Rinon Takesaki 鹿児島市立田上小学校5年

浅野   佑守 Yuma Asano 大野城市立大利小学校6年

飯田 莉央 Rio Iida 大野城市立月の浦小学校4年

青木 咲羽 Sawa Aoki 北九州市立折尾西小学校6年

永吉 巧明 Komei Nagayoshi 鹿児島市立向陽小学校6年

持田 幸之介 Konosuke Mochida 太宰府市立太宰府小学校4年

Aコース 第Ⅰb部門

第1位

第2位

第3位

第4位

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

奨励賞

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

Aコース 第Ⅱ部門

第4位

第5位

奨励賞

奨励賞

Aコース 第Ⅲ部門

第1位

第2位

第3位



倉富   夕月妃 Yuzuki Kuratomi 久留米市立山川小学校4年

松本 圭正 Keisei Matsumoto ⾧崎市立桜馬場中学校2年

上田   直 Sunao Ueda 福岡教育大学附属福岡中学校2年

河野   祐衣 Yui Kouno 福岡県立明善高等学校3年

一ノ瀬 柊路 Hiiro Ichinose 大村市立桜が原中学校2年

中村 心春 Koharu Nakamura 久留米市立江南中学校1年

藤生 一華 Ichika Fujio 私立龍谷高等学校3年

原   姫乃 Himeno Hara 私立八女学院高等学校2年

坂元   絢音 Ayane  Sakamoto 北九州市立浅川中学校1年

横山 美泉 Minami Yokoyama 私立明治学園中学校2年

秋山   怜那 Reina Akiyama 私立八女学院中学校1年

松﨑 ひなの Hinano Matsuzaki 北九州市立浅川中学校2年

手取屋 太樹 Hiroki  Tedoriya 北九州市立浅川中学校2年

Aコース 第Ⅳ部門

第1位

第2位

第3位

Aコース 第Ⅵ部門

第１位

第２位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

Aコース 第Ⅴ部門

第1位

第２位 及び 山岡優子賞

第３位

第４位

第５位



東 俊毅 Toshiki Azuma 久留米市立日吉小学校1年

丸尾 美月 Mitsuki Maruo 筑後市立羽犬塚小学校3年

成清 理早 Risa Narikiyo 筑後市立松原小学校2年

⿁木 望空 Nonoa Oniki 筑後市立松原小学校2年

高山 凜羽 Rinha Takayama 筑後市立筑後小学校3年

成田 真菜 Mana Narita 鹿児島市立草牟田小学校3年

青栁   美遥 Miharu Aoyagi 久留米市立荒木小学校1年

出口 依千加 Ichika Deguchi ⾧崎大学教育学部附属小学校1年

佐野   凪咲 Nagisa Sano 久留米市立鳥飼小学校1年

小田 梨乃 Rino Oda 筑後市立松原小学校2年

児美川 凛 Rin Komigawa 久留米市立篠山小学校2年

伊藤 瑞綺 Mizuki Ito 久留米市立荒木小学校2年

永山 琉晟 Ryusei Nagayama 鹿児島大学教育学部附属小学校3年

井垣 桜 Sakura Igaki 久留米市立南薫小学校4年

大西 りこ Lico Ohnishi 久留米市立津福小学校4年

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

Bコース 第Ⅰa部門

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞



安心院   陽菜 Hina Ajimi 筑後市立筑後北小学校3年

辻 春翔 Haruto Tsuji ⾧崎大学教育学部附属小学校4年

松尾 奈珠 Nami Matsuo 久留米市立荘島小学校2年

林野 萌花 Moka Hayashino 久留米市立山川小学校2年

横山   朋花 Tomoka Yokoyama 鹿児島市立中山小学校4年

徳渕   市陽 Ichitaka Tokubuchi 久留米市立金丸小学校3年

本田   莉乃 Rino Honda 久留米市立荒木小学校3年

田中 清那 Sena Tanaka 佐世保市立花高小学校4年

大庭 心遥 Koharu Oba 朝倉市立甘木小学校5年

津山 華乃 Hanano Tsuyama 私立精道小学校4年

霜田 萌花咲 Moemi Shimoda 佐世保市立祇園小学校3年

野中 悠真 Yuma Nonaka 佐世保市立早岐小学校4年

内 杏奈 Anna Uchi 鹿児島市立紫原中学校2年

川原 葉月 Hazuki Kawahara 春日市立春日東小学校3年

大林 千佳 Chika Obayashi 久留米市立西国分小学校5年

⿁木 音寧 Nene  Oniki 筑後市立松原小学校5年

加來   みなみ Minami Kaku 基山町立基山中学校1年

石元 花歩 Kaho Ishimoto ⾧崎県立壱岐高等学校1年

西口   天音 Amane Nisiguti 私立ルーテル学院高等学校1年

本田 桃子 Momoko Honda 私立聖和女子学院高等学校1年

第2位

第3位

第4位

第5位

奨励賞

奨励賞

Bコース 第Ⅰb部門

第1位

第4位

第5位

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

Bコース 第Ⅱ部門

第1位

第2位

第3位

Bコース 第Ⅳ部門

第1位

第2位



第1位 piano duo
戸川 智仁

吾郷 優太朗

Tomonori Togawa

Yutaro Ago

福岡市立筑紫丘小学校6年

福岡市立⾧住小学校6年

第2位 piano solo 菰原 唯乃 Yuino Komohara 熊本市立託麻原小学校6年

第3位 piano duo
吉野 亜理愛

小川 悠花

Aria Yoshino

Haruka Ogawa

私立久留米附設中学校3年

私立久留米附設中学校3年

第4位 violin solo 目野 萌々子 Momoko Meno 私立福岡雙葉中学校3年

第5位 piano solo 大曲 星蘭 Seira Oomagari ⾧崎市立戸石小学校5年

奨励賞 piano duo
飯田 莉央

倉富 夕月妃

Rio Iida

Yuzuki Kuratomi

大野城市立月の浦小学校4年

久留米市立山川小学校4年

奨励賞 piano solo 峰 南菜子 Nanako Mine ⾧崎純心大学卒業

松口 理子 Riko Matsuguchi 桐朋学園大学4年

田代  理莉 Riri Tashiro 私立福岡女学院高等学校1年

榎田 愛 Megumi Enokida
鹿児島大学大学院教育研究科教育実践総

合専攻芸術・スポーツ系学修コース卒業

第2位

第2位

その他、本選にふさわしい演奏をされた方に、修了証として ディプロマ賞 を差し上げております。

サン=サーンス特別部門

ソリスト部門

第1位


