
実施日程

会場

賞名 曲名 チーム名 地区出場

（小２） （小２） （小２） （小３）

（小３） （小３）

（小２） （小２） （小２） （小２）

（小３） （小３）

ベスト
アンサンブル賞

｢風の谷のナウシカ｣ より 戦闘 スフォルツァンド （小３） （小３） （小３）

グッドセンス賞 オペラ座の怪人 Blue Sky （小４） （小４） （小４） （小５）

グッド
パフォーマンス賞

広島東洋カープ メドレー ☆kira kira Rainbow☆ （小５） （小５） （小５） （小５）

（小５） （小５） （小５） （小５）

（小５）

ハッピー
ミュージック賞

昭和の名曲 EMINASU4 （小２） （小２） （小２） （小２）

（小２） （小３） （小３） （小３）

（小３）

ベスト
テクニカル賞

〈スピット・ファイア〉より フーガ Rose Queen （小３） （小３） （小３）

（小３） （小３） （小３） （小３）

（小３） （小３）

ベスト
アンサンブル賞

｢田園組曲」より Ⅱ.村の踊り Shine☆Mars （小４） （小４） （小４） （小４）

グッド
パフォーマンス賞

ブルース・ブラザース 2000のテーマ リズムスクウェア （小４） （小４） （小４） （小５）

グッドセンス賞 シルバラードからのテーマ集 マーキュリー☆ （小５） （小５） （小５） （小６） ☆
（小１） （小１） （小１） （小１）

（小１） （小１）

ハッピー
ミュージック賞

手をたたけ キャトル・クルール （小２） （小２） （小２） （小２）

ベスト
アンサンブル賞

ジプシーのおどり ムーンライト （小２） （小２） （小２） （小３）

グッド
パフォーマンス賞

Shake Everything You've Got Elecaster （小５） （小５） （中1） （賛助） ☆

ニュートライアル賞 〈ルスランとリュドミラ〉序曲 ♪♪tad poles♪♪ （中1） （中2） （中1）

（小３） （小３） （小３） （小３）

（小３）

ベスト
アンサンブル賞

組曲｢道化師」より
Ⅰ.プロローグ、Ⅱ.ギャロップ

kumaの実 （小４） （小４） （小４）

ベスト
テクニカル賞

DANCE SUITE Ⅲ Poco a Poco （小４） （小４） （小４）

（小５） （小５） （小５） （小５）

（小５） （小５） （中１）

ベスト
アンサンブル賞

道化師の朝の歌 ☆Wonder Kids☆ （小６） （小６） （小６） （中１）

ベスト
テクニカル賞

ピアノ協奏曲 ヘ調 第３楽章 Rainbow Melody （中２） （中２） （中２） （中２） ☆上　野　歩　未 兼　信　海　大 中　村　　　碧 古　川　万　結

なお地区出場の５チームは平成26年12月20日(日)に広島市アステールプラザ大ホールにて実施されるエレクトーンステージアンサンブル西中国地区大会に出場されます

玉　岡　佳　凜

永　井　愛　梨 八　方　椛　恩 玉　岡　義　則

岡　島　美　月 北　村　里　桜 小　西　陽　奈 山　本　茉莉朱

グッド
パフォーマンス賞

ラプソディ・イン・ブルー ラッキーセブン
下　郡　彩　葉 菅　田　悠　生 鈴　木　雅　子

鈴　木　唯　夏 中　原　千　裕 渡　邉　青空美

岩　木　佳　子 上　野　瑞　季 森　谷　由　宇

鈴　木　惠　子

田　中　空　翔

ハッピー
ミュージック賞

くるみ割り人形 メドレー スターキッズ✧５
上　垣　健太郎 黒　瀬　美　咲 白　井　菜緒子

梶　本　素　詩 近　藤　大　稀 井　村　駿　希 兼　信　海　大

木　原　万優子 菅　　　舞　子 中　光　由　陽

石　原　　　唯 鈴　木　果　花 西　川　叶　望 廣　瀬　　　颯

掛　川　ひかり 島　田　佳　幸 橘　　　舞　衣 山　口　陽菜乃

土　本　明日香

脇　本　望　央 和　田　遥　佳

久保木　智　史 中　岡　遥　香 松　林　右　恭 栫　　　結　花

ハッピー
ミュージック賞

組曲〈ハーリ・ヤーノシュ〉より
Ⅱ.ウィーンの音楽時計

アンティーム♪
梅　澤　杏　果 岡　野　結　菜 田　上　夕由奈

佐村河内　　優 徳　永　桃　子 溝　崎　琴　未 横　山　果　朋

上　野　紗　花 中　島　ちゆき 水　戸　歩　夢 吉　田　晄太郎

寅　丸　華　妃
☆村　上　真由莉 村　上　美由梨

庵　坂　侑　花 山　下　杏　美 横　山　実　朋

ベスト
テクニカル賞

〈キャンディード〉序曲 ★Diskey★
大　谷　総之介 木　原　友　結 後　藤　春　輝

積　山　和　奏
☆飛　矢　紡　希

庵　坂　英　里 坂　川　雲　南 濵　田　美　織 吉　谷　祐　亮

ベスト
アンサンブル賞

｢子供の遊び｣ より 行進曲～即興曲 ファイブ☆スター
澤　田　珠　希 秋　月　心　音 潮　　　櫂　宜

的　場　渚　紗

横　田　陽　奈

柏　木　実　彩 中　井　さくら 向　井　結　花 吉　平　詩　葉

ベスト
アンサンブル賞

英雄ポロネーズ
岡　　　博　美 岡　田　彩　咲 平　賀　菜　々

佐々木　　　空 松　野　ひなの 武　藤　　　輝

田　上　紗　莉 沼　田　小　雪 日　高　寛　瑛 山　道　由　依

原　田　美　有

小　西　弘　太 藤　川　卓　巳

桂　　　萠　嘉 金　田　琴　羽

ベスト
アンサンブル賞

組曲｢仮面舞踏会」より ギャロップ
兼　信　愛　海 小　西　彩　葉 中　野　杏里紗

チームメンバー

ベスト
アンサンブル賞

ポルカ Op.281 ミラクル★KIDS
朝　原　優　颯 野　平　清　夏 藤　重　泉　璃 片　岡　紗　良

10月31日（土）11月1日（日） 出演者数 ６７チーム３９８名

黒瀬生涯学習センター　せせらぎホール 観客数 約１６００名


