
阪神・淡路大震災・東日本大震災　復興記念事業 開催日：2014年1月11日～13日
第19回　KOBE国際音楽コンクール 会場：神戸文化ホール（中ホール）

ハーバーホール（神戸市産業振興センター3階）

主催：KOBE国際音楽コンクール実行委員会

★推薦 賞 受賞者 楽器の種類 学校名等 出身地 副賞

ピアノ
★

最優秀賞
兵庫県教育長賞 文　京華 ピアノ ベルリン芸術大学卒業 京都府 奨学金５万円

★
優秀賞

兵庫県芸術文化協会賞 水野　絵理奈 ピアノ 神戸女学院大学４年 京都府 図書カード1万円

★ 優秀賞 竹内　陽子 ピアノ 神戸女学院大学大学院２年 兵庫県 図書カード1万円

奨励賞 高桑　香織 ピアノ 大阪音楽大学短期大学部卒業 大阪府

奨励賞 中村　一輝 ピアノ 神戸大学２年 兵庫県

奨励賞 髙根澤　輝 ピアノ 洗足学園音楽大学４年 群馬県

奨励賞 山内　愛 ピアノ 神戸女学院大学３年 兵庫県

奨励賞 近江　宏子 ピアノ 神戸女学院大学大学院２年 大阪府

奨励賞 竹田　愛 ピアノ 愛知県立芸術大学大学院修了 香川県

声楽
★

最優秀賞
兵庫県教育委員会賞 溝口　茜 声楽 東京音楽大学４年 兵庫県 奨学金５万円

★
優秀賞

神戸新聞社 横山　弘泰 声楽 東京大学大学院修了 岡山県 図書カード1万円

★ 優秀賞 宮澤　優子 声楽 国立音楽大学卒業 新潟県 図書カード1万円

奨励賞 孫　勇太 声楽 大阪音楽大学４年 兵庫県

奨励賞 松崎　絵美 声楽 京都市立芸術大学大学院１年 滋賀県

奨励賞 大森　花 声楽 京都市立芸術大学大学院１年 兵庫県

奨励賞 亀岡　聖子 声楽 フェリス女学院大学大学院修了 愛媛県

奨励賞 清水　希 声楽 京都市立芸術大学大学院１年 京都府

弦楽器
★

最優秀賞
兵庫県教育委員会賞 勝又　友理 ヴァイオリン 東京芸術大学４年 兵庫県 奨学金５万円

★
優秀賞

神戸市教育委員会賞 三谷　野絵 チェロ 東京藝術大学１年 愛知県 図書カード1万円

★
優秀賞

神戸市教育委員会賞 櫃本　樹音 ヴァイオリン 京都市立芸術大学１年 大阪府 図書カード1万円

奨励賞 比奈本　茜 ヴァイオリン 相愛大学音楽学部４年 大阪府

奨励賞 佐藤　杏樹 ハープ 武蔵野音楽大学別科 東京都

奨励賞 戸島　翔太郎 ヴァイオリン ウィーン私立音楽大学院１年 愛知県

木管
★

最優秀賞
兵庫県知事賞 山永　桂子 クラリネット 京都市立芸術大学２年 京都府 奨学金５万円

★
優秀賞

兵庫県知事賞 浦田　拳一 ファゴット 東京藝術大学１年 京都府 図書カード1万円

★
優秀賞

神戸市教育委員会賞 板倉　峻 アルトサキソフォーン 相愛大学３年 兵庫県 図書カード1万円

奨励賞 田中　沙紀 クラリネット 名古屋芸術大学卒業 滋賀県

奨励賞 山﨑　瑠奈 アルトサキソフォーン 洗足学園音楽大学２年 神奈川県

奨励賞 宮本　颯斗 フルート 大阪教育大学１年 福井県

奨励賞 松葉　彩 アルトサキソフォーン 相愛大学３年 大阪府

奨励賞 北村　沙希 フルート 大阪芸術大学４年 兵庫県

奨励賞 足立　かおり オーボエ 愛知県立芸術大学４年 兵庫県

奨励賞 岩﨑　由起子 アルトサキソフォーン 大阪音楽大学専攻科 滋賀県

奨励賞 渡辺　定路 アルトサキソフォーン 日本大学４年 千葉県

奨励賞 高橋　礼奈 アルトサキソフォーン 東京音楽大学３年 長野県

打楽器
★

最優秀賞
神戸市長賞 蓮實　志帆 マリンバ 洗足学園音楽大学３年 神奈川県 奨学金５万円

★
優秀賞

神戸市民文化財団賞 中村　由紀子 マリンバ 京都市立芸術大学４年 愛知県 図書カード1万円

★ 優秀賞 鈴木　孝順 マリンバ 武蔵野音楽大学４年 東京都 図書カード1万円

★ 優秀賞 田中　歩実 マリンバ エリザベト音楽大学大学院１年 埼玉県 図書カード1万円

奨励賞 藤澤　仁奈 マリンバ 国立音楽大学３年 東京都

奨励賞 須貝　孝太 マリンバ 東京音楽大学２年 神奈川県

奨励賞 久保　菜々恵 マリンバ 同志社女子大学卒業 滋賀県

奨励賞 山田　沙紀 マリンバ 洗足学園音楽大学３年 北海道

奨励賞 川向　志保 マリンバ 相愛大学１年 香川県

金管楽器
★

最優秀賞
神戸市長賞 西原　真里奈 トランペット 広島文化学園大学２年 愛媛県 奨学金５万円

★
優秀賞

神戸市民文化財団賞 河野　真衣 トランペット 大阪芸術大学大学院２年 大阪府 図書カード1万円

★
優秀賞

神戸市長賞 森　悠翔 バストロンボーン 大阪教育大学２年 奈良県 図書カード1万円

奨励賞 石堂　優二郎 テューバ ミュンヘン音楽大学大学院修了 鹿児島県

奨励賞 川野　聡子 ユーフォニアム 東京音楽大学３年 山梨県

奨励賞 森元　陽介 トランペット くらしき作陽大学２年 兵庫県

奨励賞 鶴房　采花 トロンボーン 神戸女学院大学大学院在学中 大阪府

奨励賞 牧　千紘 ホルン 名古屋音楽大学４年 愛知県

奨励賞 大西　夏生 トロンボーン 大阪音楽大学４年 兵庫県

奨励賞 室井　笑利奈 バストロンボーン 日本大学３年 栃木県

C部門（大学生・一般）入賞者

ピアノ　　声楽　　弦楽器　　木管楽器　　打楽器　　金管楽器

★印の出場者は2014年3月16日(日)に開催される　第19回KOBE国際音楽コンクール入賞者による
ガラ・コンサート（午前11時開演　ハーバーホール（神戸市産業振興センター3階））に推薦します。

KOBE国際音楽コンクール実行委員会
〒651-0056　兵庫県神戸市中央区熊内町１－４－２０　（有）佐藤音楽事務所内

tel:078-241-0921 fax:078-241-0982


