
２０２２年１１月２６日（土）
関東信越本選

小学生Ａ部門 小学生Ｂ部門

1 田村 心音 浜辺の歌

2 本田 紗雪 ようこそジャパリパークへ

3 松井 瞳眞 ジッパ・ディー・ドゥー・ダー

4 犬塚 一葉 ひまわりの約束

5 柿崎 結愛 優しいあの子

6 宗形 菜那 スマイル

7 三木 莉央 シンコペーテッド・クロック

8 泉川 未来 ハナミズキ

9 水谷 宗椰 パプリカ

10 山岸 千夏 海の声

11 日暮 莉緒 ドラえもん

12 前島 瑛蓮 プリンク・プレンク・プランク

13 松下 彩瞳 ひまわりの約束

1 若林 里虹 ハナミズキ

2 朝比奈 詩織 ひまわりの約束

3 鈴木 悠温 ふるさと

4 森 夏実 SARA

5 松井 美茉 Bix Beiderbecke

6 杉山 萌音 笑一笑～シャオイーシャオ!～

7 長利 彩加 キセキ

8 今澤 陽葵 ようこそジャパリパークへ

9 海老原 幸花 花は咲く

10 須永 旭飛 ハッピー・バースデー・トゥ・ユー

11 町田 稜太 Lemon

審査員 森下 修次 (新潟大学教育学部准教授)

審査員 小堀 佳代子 (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 岡井 麻理子 (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



２０２２年１１月２６日（土）
関東信越本選

中学生部門小学生Ｃ部門

1 峯岸 花歩 ふるさと

2 熊木 雛乃 メモリー（「キャッツ」より）

3 長田 和々花 前奏曲 嬰ハ短調「鐘」

4 深堀 とも子 パート・オブ・ユア・ワールド

5 杉田 瑛美 ふるさと

6 越沢 夢星 逢いたくていま

7 児玉 花南 酒とバラの日々

8 日暮 麻結 レット・イット・ゴー

9 伊東 海有 証（あかし）

10 遠藤 那由太 オルフェのサンバ

11 鈴木 蘭温 煙が目にしみる

12 遠藤 比奈太 モーニン

13 保谷 千晴 「青天を衝け」メインテーマ

審査員 森下 修次 (新潟大学教育学部准教授)

審査員 小堀 佳代子 (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 岡井 麻理子 (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 小川 実里 キャラバンの到着

2 池田 咲那 オルフェのサンバ

3 斎藤 智史 G線上のアリア

4 野口 愛菜 ダンシング・クイーン

5 宗形 萌杏 証（あかし）

6 越沢 夢空 Bix Beiderbecke

7 鈴木 麗温 ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 第1楽章

8 中島 そのら ハッピー

9 江川 巧真 教養の闘い



２０２２年１１月２６日（土）
関東信越本選

一般部門高校生部門

1 藤島 萌絵 f

2 寺島 舞 キャラバンの到着

3 田中 優名 クレオパトラの夢

4 荻野 美月 おいしい水

5 石原 友翔 HANABI

6 児玉 楽久 クレオパトラの夢

7 松元 航 それを愛と呼ぶだけ

8 兼國 来望 鮫（エスクアロ）

9 八木原 愛海 龍馬伝

10 原田 澪 キャラバン

1 清水 翔天 鮫（エスクアロ）

2 柳川 鈴音 おいしい水

3 相馬 里美 オーヴァージョイド

4 菅原 優衣 VIEW OF SILENCE

5 鏑木 咲江 I am

6 小池 詩織 ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 第1楽章

7 印南 順子 ギビング

8 中山 由美 ワン･ノート･サンバ

審査員 森下 修次 (新潟大学教育学部准教授)

審査員 小堀 佳代子 (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 岡井 麻理子 (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


