
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

竹　下　想代加 （小１） 谷　口　絵　理 （小１） 森　脇　真　央 （小１） 矢田貝　杏　璃 （小１）

柳　　　花　音 （小１）

賀　谷　天　音 （小３） 木　原　友　里 （小３） 藤　巴　汐　里 （小３） 森　田　さくら （小３）

森　脇　弘　智 （小３）

大　﨑　幸　穂 （小４） 澤　井　優　苗 （小４） 上　田　桃　寧 （小４） 大　本　美　莉 （小４）

中　江　ゆ　ら （小４） 新　宮　美　咲 （小４）

ベスト
アンサンブル賞

アルメニアン・ダンス パート１ ☆♪Soleil-Ｔg♪☆ 大　月　愛　香 （小５） 中　村　芽　衣 （小５） 巻　幡　優　杏 （小５） 元　谷　莉　子 （小５）

ベスト
テクニカル賞

Toccata Festiva Rose Queen 庵　坂　侑　花 （中１） 山　下　杏　美 （中１） 横　山　実　朋 （中１） ☆
ベスト

テクニカル賞
Asphalt Cocktail ★Diskey★ 大　谷　総之介 （中１） 木　原　友　結 （中１） 村　上　真由莉 （中１） 村　上　美由梨 （中１） ☆

ベスト
アンサンブル賞

交響的舞曲 第３楽章 ☆Wonder Kids☆ 岡　島　美　月 （高１） 北　村　里　桜 （高１） 小　西　陽　奈 （高１）

岡　田　美　彩 （小３） 寺　本　結　香 （小３） 松　本　紡　希 （小３） 柳　田　歩　実 （小３）

潮　　　奏　寧 （小４） 松　本　絆　里 （小４）

櫻　木　陽奈子 （年長） 苗　代　野　杏 （年長） 福　原　実　恋 （年長） 松　田　理　世 （年長）

溝　﨑　啓　太 （年長） 山　下　華　子　 （年長） 山　田　悠　生 （年長）

浅　田　凌　馬 （小２） 野　中　星　那 （小２） 平　山　桃　羽 （小２） 藤　井　亮　成 （小２）

神　立　昂　佑 （小３）

櫻　木　菜々子 （小２） 木　村　芹　那 （小２） 武　山　朋　嗣 （小２） 福　原　麻　奈 （小２）

宮　原　駿　介 （小２） 池　淵　士　朗 （小２） 片　岡　柚　春 （小３） 金　田　葉　音 （小２）

下　栗　嘉　文 （小２） 松　原　新　菜 （小２）

亀　岡　知　世 （小２） 谷　川　彩　楓 （小２） 西　亀　花　鈴 （小２） 松　野　う　の （小２）

岡　本　叶　夏 （小３） 髙　橋　紗　帆 （小３）

清　水　優　奈 （小４） 砂　田　悠　花 （小４） 中　西　咲　寧 （小４） 山　下　梨　愛 （小４）

渡　邉　大稀虎 （小４）

市　丸　夏　鈴 （小４） 片　山　心　結 （小４） 岸　本　彩　花 （小４） 佐々木　日　向 （小４）

福　原　悠　菜 （小４）

梅　澤　杏　果 （小５） 岡　野　結　菜 （小５） 田　上　夕由奈 （小５） 土　本　明日香 （小５）

渡　邉　穂乃花 （小５） 和　田　遥　佳 （小５）

苅　谷　　　伶 （小５） 齊　藤　史　桜 （小５） 中　岡　夏　希 （小５） 中　川　未　夢 （小５）

藤　賀　史　恩 （小６）

ベスト
アンサンブル賞

Overture 2000 Cute+ 鎌　倉　有希菜 （小６） 古　本　沙　希 （小６） 野　平　清　夏 （小６） 野　中　優　月 （小６）

兼　信　愛　海 （小６） 小　西　彩　葉 （小６） 秋　月　心　音 （中１） 潮　　　櫂　宜 （中１）

飛　矢　紡　希 （中１）

ハッピー
ミュージック賞

栗くりマーチング！ くりくりぼうやとくりっちちゃん 歌　田　太　壱 （小２） 川　合　咲　貴 （小２） 北　川　愛　菜 （小２） 佐々木　遥　真 （小３）

庵　坂　尚　吾 （小３） 伊　藤　優　来 （小３） 岩　木　理　子 （小３） 澤　田　航太朗 （小３）

城　澤　初　音 （小３） 吉　谷　知　紗 （小３）

隈　元　　　渚 （小４） 河　野　祐　里 （小４） 髙　橋　羽　奈 （小４） 山　口　絢　葉 （小４）

湯　川　実　咲 （小４）

ベスト
テクニカル賞

交響曲 第4番 ｢イタリア｣ 第4楽章 情熱カルテット 古　山　陽　彩 （小５） 杉　江　莉　奈 （小５） 寺　本　凛　香 （小５） 森　田　明　輝 （小５）

グッド
パフォーマンス賞

アジアの海賊 DREAMY ECHO 近　藤　美　咲 （小４） 中　田　千　尋 （小４） 奥　田　結　衣 （小４） 庵　坂　英　里 （小６）

ニュー
トライアル賞

さようなら～ENDING～それそれの末来へ－ ガールズマスターズ４ 黒　瀬　美　咲 （中１） 白　井　菜緒子 （中１） 鈴　木　惠　子 （中１） 近　藤　瑞　希 （中２）

ベスト
テクニカル賞

ラプソディ・イン・ブルー multiPhonic 木　原　智果子 （中２） 木　原　智帆子 （中２） 古　山　幹　航 （中２） 日　高　寛　瑛 （中２）

グッド
パフォーマンス賞

Summer time Elecaster 越　知　龍之介 （中３） 梶　本　素　詩 （中３） 井　村　駿　希 （高２） ☆
なお地区出場の５チームは令和1年12月15日(日)に広島フェニックス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

宮崎県民謡による交響的二章より
Ⅱ｢米良地つき唄｣の主題による舞曲

Sirius ☆

ベスト
アンサンブル賞

｢ミシシッピ組曲｣より
ハックルベリー-フィン～マルディ-グラ

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

交響組曲｢シェエラザード｣ Stellar ship

ベスト
アンサンブル賞

交響曲 第1番 第4楽章 One Trip

ベスト
テクニカル賞

GODSPEED！ アンティーム♪

ハッピー
ミュージック賞

ヘ調のメロディー music☆star

ベスト
アンサンブル賞

｢風の谷のナウシカ｣より 戦闘 カラフル ボンボン

ベスト
テクニカル賞

小さな龍の伝説 にじいろ☆スターズ ☆

グッドセンス賞 線路の上で聖者の行進！? コスモ★クインテット

ベスト
アンサンブル賞

The Rakes of Mallow carina stella☆

ベスト
アンサンブル賞

ブーレ・ファンタスク P☆F

ハッピー
ミュージック賞

さんぞくのうた ～Let's go to New York Prostimo♪76

ベスト
アンサンブル賞

歌劇｢雪娘｣より 軽業師の踊り Rainbow Stream

ハッピー
ミュージック賞

Bank Holiday ポッピング ♡ シャワー

グッド
パフォーマンス賞

通りゃんせ opal ♡ quintet

11月9日（土）10日（日） ７３チーム４１６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


