
実施日程 出演者数

会場 観客数

賞名 曲名 チーム名 地区出場

ハッピー
ミュージック賞

のはらでおどろう メロディーガールズ 佐々木　悠　梨 （年長） 長　尾　咲　希 （年長） 波多野　百　香 （年長）

庵　坂　尚　吾 （小１） 伊　藤　優　来 （小１） 岩　木　理　子 （小１） 澤　田　航太朗 （小１）

城　澤　初　音 （小１） 吉　谷　知　紗 （小１）

大　掛　瑞　季 （小２） 清　水　優　奈 （小２） 砂　田　悠　花 （小２） 中　西　咲　寧 （小２）

山　下　梨　愛 （小２） 渡　邉　大稀虎 （小２）

伊　藤　ひより （小４） 上　村　志　帆 （小４） 草　川　七　虹 （小４） 藤　原　花　凜 （小４）

松　岡　利　通 （小４） 山　本　由　衣 （小４）

ハッピー
ミュージック賞

Ｍiracle Ｓhot クリスタル２とハッピー２ 井手上　京　加 （小４） 奥　田　真　衣 （小５） 藤　井　つばさ （小５） 餅　川　芭　奈 （小４）

鎌　倉　有希菜 （小４） 軸　丸　碩　士 （小４） 野　中　優　月 （小４） 野　平　清　夏 （小４）

古　本　沙　希 （小４）

ベスト
アンサンブル賞

Savannah River Holiday：Overture カラフル 高　橋　美　来 （小６） 小　川　千　果 （中１） 藤　原　和　奏 （中１） 山　根　優　花 （中１）

ベスト
テクニカル賞

シバの女王 ベルギスより Ⅳ.狂宴の踊り 三人娘 緒　方　　　恵 （小６） 緒　方　　　瞳 （中２） 沖　広　優　織 （中２）

ベスト
アンサンブル賞

吹奏楽のための「風之舞」 ホープ 谷　口　　　葵 （高２） 山　岡　春　佳 （高２）

グッド
パフォーマンス賞

Prelude,Fuga and Riffs より Riffs Sparkling a trio 有　働　賢之介 （小６） 栫　　　結　花 （中２） 片　山　央　圭 （大１） ☆
潮　　　奏　寧 （小２） 岡　田　美　彩 （小１） 寺　本　結　香 （小１） 松　本　紡　希 （小１）

松　本　絆　里 （小２） 柳　田　歩　実 （小１）

賀　谷　天　音 （小１） 木　原　友　里 （小１） 藤　巴　汐　里 （小１） 森　田　さくら （小１）

森　脇　弘　智 （小１）

上　田　桃　寧 （小２） 大　﨑　幸　穂 （小２） 大　本　美　莉 （小２） 澤　井　優　苗 （小２）

新　宮　美　咲 （小２） 中　江　ゆ　ら （小２）

有　働　凜　々 （小２） 隈　元　　　渚 （小２） 河　野　祐　里 （小２） 髙　橋　羽　奈 （小２）

山　口　絢　葉 （小２） 湯　川　実　咲 （小２）

ベスト
アンサンブル賞

組曲｢惑星」より 木星 スフォルツァンド 佐々木　　　空 （小５） 松　野　ひなの （小５） 武　藤　　　輝 （小５）

岡　　　博　美 （中１） 岡　田　彩　咲 （中１） 中　岡　遥　香 （中１） 平　賀　菜　々 （中１）

松　林　右　恭 （中１） 的　場　渚　紗 （中１） 藤　川　乃々帆 （中２）

ベスト
アンサンブル賞

交響詩「ローマの祭」より 主顕祭 ☆Wonder Kids☆ 岡　島　美　月 （中２） 北　村　里　桜 （中２） 小　西　陽　奈 （中２）

ベスト
テクニカル賞

ピアノ協奏曲 ト長調 第１楽章 Rainbow Melody 上　野　歩　未 （高１） 兼　信　海　大 （高１） 中　村　　　碧 （高１） 古　川　万　結 （高１）

梶　本　晴　生 （小２） 河　田　優　衣 （小２） 玉　繁　果　朋 （小２） 中　岡　玲央菜 （小２）

三　口　夏　音 （小２） 吉　田　優　香 （小２） 吉　野　樹　里 （小２）

梅　澤　杏　果 （小３） 岡　野　結　菜 （小３） 田　上　夕由奈 （小３） 土　本　明日香 （小３）

渡　邉　穂乃花 （小３） 和　田　遥　佳 （小３）

兼　信　愛　海 （小４） 小　西　彩　葉 （小４） 原　田　美　有 （小４） 小　西　弘　太 （小５）

藤　川　卓　巳 （小５）

ベスト
テクニカル賞

鳳凰が舞う～印象、京都 石庭 金閣寺 Rose Queen 庵　坂　侑　花 （小５） 山　下　杏　美 （小５） 横　山　実　朋 （小５） ☆
大　谷　総之介 （小５） 木　原　友　結 （小５） 後　藤　春　輝 （小５） 村　上　真由莉 （小５）

村　上　美由梨 （小５） 寅　丸　華　妃 （小５）

木　原　智果子 （小６） 木　原　智帆子 （小６） 古　山　幹　航 （小６） 積　山　陽　都 （小６）

日　高　寛　瑛 （小６） 山　道　由　依 （中１）

岡　野　綾　音 （中１） 岡　野　涼　葉 （中１） 小　玉　若　葉 （中２） 佐々木　海　来 （中１）

鷹　橋　万　桜 （中１） 田　上　清　賀 （中１） 西　田　良太朗 （中１） 上　村　蒼　空 （中１）

織　田　起　実 （中１） 境　　　桃百果 （中１）

グッドセンス賞 Londonderry Air Elecaster 越　知　龍之介 （中１） 梶　本　素　詩 （中1） 井　村　駿　希 （中３）

10月28日（土）29日（日）

広島大学サタケメモリアルホール

７４チーム４４４名

約１８００名

チームメンバー

ベスト
アンサンブル賞

剣士の入場 One trip

ハッピー
ミュージック賞

シンコペイテッド・クロック カラフルボンボン

ベスト
テクニカル賞

Dance diabolique ★Cute⁺★

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

P☆Ｆ

ベスト
アンサンブル賞

バレエ音楽「ガイーヌ」組曲 より 剣の舞 Dream

ベスト
アンサンブル賞

TIK TAK Polka Op.365

ベスト
アンサンブル賞

鍛冶屋のポルカ Rainbow Stream

ベスト
アンサンブル賞

｢アルルの女」第２組曲 より ファランドール オセアニック フローラル ハーモニー

ベスト
テクニカル賞

ラプソディ・イン・ブルー Golden☆Aqua

バレエ組曲｢ガイーヌ｣より Ⅷ.レズギンガ アンティーム

ベスト
アンサンブル賞

舞踏組曲 Ⅲ

☆

☆

グッドセンス賞 キューバ序曲 multi Phonic ☆

ハッピー
ミュージック賞

ワシントンポスト Merry Girls with H

ベスト
テクニカル賞

DANCE MOVEMENTS Ⅳ Molto ritmico ★Diskey★

ベスト
テクニカル賞

なお地区出場の５チームは平成29年12月24日(日)に広島JMS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フェスティバルアンサンブル演奏部門西中国地区ファイナルに出場されます

ベスト
アンサンブル賞

Awayday Shine☆harmony


