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奏/総井幹■
2008年生まれ。3歳よリヴァイオリンを始める。第2、 13、 4回
刈谷国際音楽コンクール弦楽器部「]4や積11年t3年の部で
優秀賞。近藤富士雄氏に師事。刈谷市立双熱 学ヽ校3年。

近藤 |ぶ占月 (ピァノ)
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:m.ξ 嶋鵠 ζ 卿 翼 熙 粘 拶遭
現在、碧南市‐立穂尾小学校面 生、向校吹奏楽クラブ所属。
フルート|を福井真1鍋美氏に師事6 .   ・

上饉嚢秒犠〈ヴアイオリン).1伴奏/松井幹子

ヴアイォリンを3歳よ
―
り始める。第3回メ」谷国際音楽■ンクール

小学1～3年の部最優秀賞。第4回同コンクール小学4～6年の部
最優秀賞。現在:福山女学園大学附属小学校4年。ヴァイオリン
を近藤富士雄氏に師事。

三 !甫 幸 (フルート)伴奏/近藤杏栄 ‐

7歳よリフルートを始める。第2回刈谷国際音楽コンク■ル
優秀賞。第3、 4回奨励賞。第701■ l全白本学生音楽コンクニル
名古屋大会第3位。第71回第2位。これまでに、小畑友美、
上野星矢、堀丼恵、大西圭子の各氏に峰 、現在 豊目1市ジュニア
オーケストラ団員。   |   ‐     | ‐

|■ |  ‐1

市川偉琉 (ビアィ)

知立市立知立南中学校 2年 6・第2回刈谷国際音楽コンクール
ピアノ部門小学生4～6年の部優秀賞。第4回刈谷国際音楽コン
クァルピアノ部門中学生の部優秀賞。第27回 日本クラシック
音楽コンク■アレビアノ部門i也 区本選会中学校の部優秀賞。
現在、小林絵里子氏に師事。

Jゞ筆塑菫重整ニヱ空±■と:伴奏/深谷亜希
10歳よ|リ アルートを始める。第1回刈谷国際音楽コンクール
小学1年の部優秀賞。第2・ 3回 同コンクTル中学生の部優秀賞。
第4回 同コンクール最優秀賞。第71回全白1本学生書楽コン
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滴諄矛利]∵貞諄(ヴァイォリン)伴奏/市野啓子

3歳よ―リヴアイオリンを始める。116年 佐渡裕氏率|‐ るヽス■パ‐
キッズオーケストラに入団し、東北1熊本の容間演奏t各種コ

轟「 彙醤髯磐撃農だ酪≧∫早
刈谷甲管言琴ツ ク

マギ 攣

1山本‐優芽 (きアツ)  .
ベーテーン音楽コンクール自由曲コース全国4位。ピティナコンペ
ティシ|ン B級全国ベスト賞、c級 ,D級本選優秀賞.愛知県下
独奏コンクァル5t6年生の部第 1位併せて全体最優秀賞。
森永ゆき子、伊藤仁美の両氏に師事:■■|■■■|

カロ藤 結  (フ ルート)伴奏/橋本恵美■||■ |‐ ■ ‐  ‐

2002年生まれ。名古屋市出身

`112歳

よ|‐リーフルー トを始める。
第70回全日本学生音楽コンクニルフ,レ■|ド書6Fi中学生の部 |

名古屋大会第 1位。フルー トを橋本岳人tl周藤典子各氏に師事。
現在菊里高等学校音楽科1年。

池本 光穂 (け /)

第33回 」円AピアノオーディションC部門全国大会入選。第1回

めぃおんピアノコンク‐ル高校生部門奨励賞。第 4回刈谷国際
音楽コンクァルピーア/部門高校生の部優秀賞。現在、遠藤絵美子、
西川秀人の各氏に師事:1菊里高校3年在学.        |

1鞭 主1豊型
10歳よリーチ

=|●
を始める:11～ 16歳まで NHK名古屋青少年

交響楽離 所属:第ケ自岐阜国際音楽コンクール弦楽器高校の部
第1位 ′岐阜県教育委員会賞受賞。第25回 日本クラジック音楽
コンク‐ルチェ壼部門高校の部第5位 (1位無し)。 第17自大阪
国際音楽コンクァル弦楽器部Fi Age H入選。第4回刈谷国際音楽
コンクールニ般の部奨励賞3こ れまでに岩田彩子、高木俊彰、
河野文昭の各氏に師事、ニユーヨークフィル首席パトリック・

ジ■(― クニベリックトリオのカ
ー
レル:フイアラのマスタークラス

を受講:現在苅出雅治氏にEll事:名古屋市立菊里高等学校音楽科
を経て、現在桐朋学園大学ソリスト|デンプロマコース1年在籍:

内園満幅 (7ル‐卜)1梓奏′金療あがり
岐阜県出身:11歳よリアルT卜をはじめるこフ

'レ

ートを幸脇直人、
細江誠、寺本義明:橋本岳人の各氏に師事き第66回全日本学生
音楽コンクニル名古屋大会中学生の部第す軌 第69回同コンク‐ル
高校生の部第2位6全国大会人選。第8回岐阜国際音楽祭フルート
部Fl大学生専門の部第1位。文化人賞受賞し平成29年度公益財団
法人山菌貞夫音楽財団奨学生。愛知県立芸術大学2年在学中。

水越 晴莱 (ピアプ)

名古屋芸術大学音楽学部演奏学科卒業ι在学中に、学部定期演奏会、
コンチエルトのタベ、室内楽のタベ、卒業演奏会などに出演。
これまでに、村井百合香:藤原康子、菅原美枝子の各氏に師事。
現在、愛知県内の中学校で勤務c


