
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

亀　岡　知　世 （小１） 谷　川　彩　楓 （小１） 西　亀　花　鈴 （小１） 松　野　う　の （小１）

岡　本　叶　夏 （小２） 髙　橋　紗　帆 （小２）

艮　　　千穂利 （小２） 荻　原　佐　季 （小２） 後　藤　結希菜 （小２） 藤　永　亜　凰 （小２）

吉　岡　優　衣 （小２）

上　田　桃　寧 （小３） 大　﨑　幸　穂 （小３） 澤　井　優　苗 （小３） 大　本　美　莉 （小３）

新　宮　美　咲 （小３） 中　江　ゆ　ら （小３）

市　丸　夏　鈴 （小３） 片　山　心　結 （小３） 岸　本　彩　花 （小３） 佐々木　日　向 （小３）

福　原　悠　菜 （小３）

稲　田　実　穂 （小４） 勝　又　　　葉 （小４） 岡　田　結　有 （小４） 富　繁　さくら （小４）

西　亀　風　花 （小４） 西　亀　帆　花 （小４）

ベスト
アンサンブル賞

幻想舞曲集 より 3.饗宴 情熱カルテット 古　山　陽　彩 （小４） 杉　江　莉　奈 （小４） 寺　本　凛　香 （小４） 森　田　明　輝 （小４） ☆
澤　田　珠　希 （小５） 秋　月　心　音 （小６） 潮　　　櫂　宜 （小６） 積　山　和　奏 （小６）

飛　矢　紡　希 （小６）

ニュー
トライアル賞

ハウルの動く城より
サリマンの魔法陣～城への帰還

Crazy4 岩　本　心　夏 （小６） 中　村　琴　美 （小６） 花　田　未　羽 （小６） 三　木　詩　織 （小６）

朝　原　優　颯 （小５） 片　岡　紗　良 （小６） 金　田　琴　羽 （小６） 中　瀬　　　篤 （小６）

堀　戸　美　羽 （小６） 近　藤　瑞　希 （中１）

ベスト
テクニカル賞

スカイキャプテン より
Calling Sky Captain

三人娘 緒　方　　　恵 （中１） 緒　方　　　瞳 （中３） 沖　廣　優　織 （中３）

ベスト
アンサンブル賞

キャンディード序曲 Cute⁺ 鎌　倉　有希菜 （小５） 野　中　優　月 （小５） 野　平　清　夏 （小５） 古　本　沙　希 （小５）

佐々木　悠　梨 （小１） 波多野　百　香 （小１） 末　田　敬　風 （小２） 惣　明　　　光 （小３）

佐々木　亜　梨 （小４） 小　林　宗　志 （小４） 末　田　和　帆 （小５） 小　林　千　夏 （小６）

グッド
パフォーマンス賞

キューバ序曲 兼　信　愛　海 （小５） 小　西　彩　葉 （小５） 原　田　美　有 （小５） 小　西　弘　太 （小６）

岡　　　博　美 （中２） 岡　田　彩　咲 （中２） 中　岡　遥　香 （中２） 平　賀　菜　々 （中２）

松　林　右　恭 （中２） 的　場　渚　紗 （中２） 藤　川　乃々帆 （中３）

グッドセンス賞 ナイト・イン・チュニジア Rainbow Melody 上　野　歩　未 （高２） 兼　信　海　大 （高２） 中　村　　　碧 （高２）

門　野　志　保 （小１） 加　本　凛　羽 （小１） 澤　井　愛　奈 （小１） 平　山　愛　唯 （小１）

岡　田　千　秋 （小２）

賀　谷　天　音 （小２） 木　原　友　里 （小２） 藤　巴　汐　里 （小２） 森　田　さくら （小２）

森　脇　弘　智 （小２）

庵　坂　尚　吾 （小２） 伊　藤　優　来 （小２） 岩　木　理　子 （小２） 澤　田　航太朗 （小２）

城　澤　初　音 （小２） 吉　谷　知　紗 （小２）

潮　　　奏　寧 （小３） 岡　田　美　彩 （小２） 寺　本　結　香 （小２） 松　本　絆　里 （小３）

松　本　紡　希 （小２） 柳　田　歩　実 （小２）

有　働　凜　々 （小３） 隈　元　　　渚 （小３） 河　野　祐　里 （小３） 髙　橋　羽　奈 （小３）

山　口　絢　葉 （小３） 湯　川　実　咲 （小３）

梅　澤　杏　果 （小４） 岡　野　結　菜 （小４） 田　上　夕由奈 （小４） 土　本　明日香 （小４）

渡　邉　穂乃花 （小４） 和　田　遥　佳 （小４）

ベスト
テクニカル賞

Scootin' On Ｈardrock Rose Queen 庵　坂　侑　花 （小6） 山　下　杏　美 （小６） 横　山　実　朋 （小６） ☆
ベスト

アンサンブル賞
｢スペイン狂詩曲｣より 祭り Shine☆Mars 佐村河内　　優 （中１） 溝　﨑　琴　未 （中１） 横　山　果　朋 （中１）

木　原　智果子 （中１） 木　原　智帆子 （中１） 古　山　幹　航 （中１） 日　高　寛　瑛 （中１）

山　道　由　依 （中２）

岡　野　綾　音 （中２） 岡　野　涼　葉 （中２） 小　玉　若　葉 （中３） 佐々木　海　来 （中２）

鷹　橋　万　桜 （中２） 田　上　清　賀 （中２） 西　田　良太朗 （中２） 織　田　起　実 （中２）

ニュー
トライアル賞

閃 光 Elecaster 越　知　龍之介 （中２） 梶　本　素　詩 （中２） 井　村　駿　希 （高1）

ベスト
テクニカル賞

華麗なる舞曲 Sparkling a trio 有　働　賢之介 （中１） 栫　　　結　花 （中３）

なお地区出場の５チームは平成30年12月16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

交響詩｢ローマの祭｣より 主顕祭 multi Phonic

ベスト
テクニカル賞

ピアノ協奏曲 ト長調 第３楽章 Shine☆harmony ☆

ベスト
アンサンブル賞

｢子どもの魔法の杖｣より
序曲、野生の熊

オセアニック フローラル ハーモニー

ベスト
アンサンブル賞

絵のない絵本 ～第12夜～ アンティーム

ハッピー
ミュージック賞

抒情組曲 より 小人の行進 One trip

ハッピー
ミュージック賞

アルルの女 組曲 より
｢ファランドール｣

Ｐ☆Ｆ

ハッピー
ミュージック賞

｢ガリバー旅行記｣より
Ⅰ.小人の国 Ⅳ.馬の国

STaar -----！

ハッピー
ミュージック賞

｢アラディン組曲｣より 祝祭行進曲 Ｒainbow Ｓtream

ベスト
アンサンブル賞

交響管弦楽のための音楽 第２楽章 OK こども交響楽団

ベスト
テクニカル賞

ピアノ協奏曲 ヘ調 第３楽章 Golden☆Aqua ☆

ベスト
アンサンブル賞

弦楽セレナーデ 第４楽章 ファイブ☆スター

ベスト
アンサンブル賞

ヴァレンシアの寡婦 より Ⅵ.ダンス Fellow Saturday★6

グッドセンス賞 ホルディリディアの主題による狂詩曲 にじいろ☆スターズ ☆
グッド

パフォーマンス賞
メアリのテーマ ☆なかよしフレンズ６☆

ハッピー
ミュージック賞

TIK TAK ポルカ 5☆

ベスト
アンサンブル賞

ポルカ｢おしゃべりなかわいいお口｣
Op.245

10月27日（土）28日（日） ７４チーム４１３名

広島大学サタケメモリアルホール 約１８００名

チームメンバー

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

carina stella ☆


