
２０２２年１１月２７日（日）
中国四国Ｂ本選

小学生Ａ部門 小学生Ｂ部門

審査員 幅 しげみ (キーボーディスト／作・編曲家)

審査員 鹿野 未帆 (ローランド・ミュージック・スクール ピアノ科指導スタッフ講師)

審査員 山上 晃司 (ローランド・ミュージック・スクールポピュラー・ジャズピアノ科指導スタッフ講師)

司 会 笹田 優美

1 木村 咲希 にじ

2 花尾 佳音 パプリカ

3 古屋 千紘 Love so sweet

4 森本 音緒 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN)

5 田中 詩 パプリカ

1 西岡 志帆理 ひまわりの約束

2 平田 十皇馬 Mystic Antique

3 吉岡 怜那 花は咲く

4 林 昌希 ドラえもん

5 笠原 百代 Tomorrow

6 杉原 旭 キセキ

7 髙木 瑛太 証（あかし）

8 山本 彩葉 花は咲く

9 向田 奈央 Earth

10 國枝 知正 花は咲く

11 成安 陽奈子 パート・オブ・ユア・ワールド

12 森本 里音 「ミッション」より

13 森 風花 残酷な天使のテーゼ

14 森上 直美 この素晴らしき世界



２０２２年１１月２７日（日）
中国四国Ｂ本選

小学生Ｃ部門

審査員 幅 しげみ (キーボーディスト／作・編曲家)

審査員 鹿野 未帆 (ローランド・ミュージック・スクール ピアノ科指導スタッフ講師)

審査員 山上 晃司 (ローランド・ミュージック・スクールポピュラー・ジャズピアノ科指導スタッフ講師)

司 会 笹田 優美

1 金森 咲羽 Bix Beiderbecke

2 髙橋 鈴菜 キャラバン

3 西口 優希 ルーマニア民俗舞曲より

4 小原 希帆 「名探偵コナン」メイン・テーマ

5 鶴澤 逞 ドライフラワー

6 大倉 彩寧 CAN YOU CELEBRATE?

7 内田 知優 Lemon

8 阪本 玲衣 Bix Beiderbecke

9 渡辺 結愛 Wake up！

10 栗本 珠希 逢いたくていま

11 石本 羽衣子 グッド・タイム

12 三木 心愛 証（あかし）

13 青木 心音 HANABI

14 岡田 琉亜 storia

15 景山 友愛 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN)

16 小坂 結咲 Love so sweet

17 小島 宏斗 RPG

18 山根 佑友 廻廻奇譚

19 大川 凛音 パート・オブ・ユア・ワールド

20 枝光 姫奈 虹

21 橋本 統 RPG

22 濱田 美鈴 馬と鹿

23 下津 淳平 夜に駆ける

24 堀口 美都希 COSMOS

25 末藤 愛夕 宿命

26 向田 雄哉 オーヴァージョイド

27 平田 朱羽馬 栄光の架橋



２０２２年１１月２７日（日）
中国四国Ｂ本選

高校生部門中学生部門

審査員 幅 しげみ (キーボーディスト／作・編曲家)

審査員 鹿野 未帆 (ローランド・ミュージック・スクール ピアノ科指導スタッフ講師)

審査員 山上 晃司 (ローランド・ミュージック・スクールポピュラー・ジャズピアノ科指導スタッフ講師)

司 会 笹田 優美

1 森 千咲子 JIN -仁- Main Title

2 大塚 理世 千本桜

3 山﨑 柚里 逢いたくていま

4 広岡 京桔 CANTALOUPE ISLAND

5 岩城 仁香 未来へ

6 岡田 來有莉 SARA

7 杉本 乙羽 馬と鹿

8 末藤 優歌 愛にできることはまだあるかい

9 弘田 由依 千本桜

10 寺尾 歩華 ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調

11 吉岡 美夢 カレイドスコープ

12 小橋 真弓 平清盛 テーマ曲

13 藤井 亮介 キャラバンの到着

14 山形 優月 ビューティフル・ストーム

1 岩井 春奈 ブランデンブルク協奏曲 第5番 第1楽章より

2 戸田 咲良 I am

3 楠本 真音 ギビング

4 三本 伊歩姫 カレイドスコープ

5 大塚 遥花 I am

6 藤本 胡春 ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 第1楽章

7 水岡 日陽里 前奏曲 嬰ハ短調「鐘」

一般部門

1 末藤 百音 Starting Five

2 枝松 大海 逢いたくていま

3 津田 恵美 JIN -仁- Main Title

4 髙岡 珠未 交響組曲「シェヘラザード」第3楽章「若き王子と王女」より

5 平井 恵子 鮫（エスクアロ）

6 林 久美 愛燦燦

7 泉 大介 カレイドスコープ


