
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

池　淵　健　人 （小２） 小　澤　陽茉莉 （小２） 谷　保　文　崇 （小２） 宮　原　あさひ （小２）

宮　本　一　展 （小２） 吉　長　篤　杜 （小３）

ベスト
アンサンブル賞

光の道しるべ HYMY+AURINCO 沖　川　　　湊 （小２） 小　西　春　音 （小２） 中　島　由香理 （小２） 坂　谷　　　優 （小３）

池　淵　士　朗 （小４） 片　岡　柚　春 （小５） 金　田　葉　音 （小４） 下　栗　嘉　文 （小４）

松　原　新　菜 （小４）

ベスト
アンサンブル賞

シチリアーノ Cute⁺ 鎌　倉　有希菜 （中２） 野　中　優　月 （中２） 古　本　沙　希 （中２）

池　田　結　奈 （小２） 大　平　泰　誠 （小２） 川　上　夏　葵 （小２） 坂　田　結　衣 （小２）

熊　澤　結　衣 （小３） 東　　　葉　子 （小３） 松　田　大　輝 （小３）

門　野　志　保 （小４） 亀　岡　知　世 （小４） 谷　川　彩　楓 （小４） 西　亀　花　鈴 （小４）

松　野　う　の （小４） 岡　本　叶　夏 （小５） 髙　橋　紗　帆 （小５）

ベスト
アンサンブル賞

吹奏楽のための「風之舞」 Vallest＂音遊＂ 伊　藤　薫　子 （中１） 谷　　　志穂莉 （中１）

ハッピー
ミュージック賞

ピンク・エレファンツ・オン・パレード ♪Pink music rabbit♪ 荒　光　栞　里 （小１） 行　譜　穂乃果 （小１） 小　牧　鈴　奈 （小１） ☆
上　田　佳　奈 （小２） 栗　田　楓　花 （小２） 竹　井　瑛　兎 （小２） 出　口　綾　夏 （小３）

中市後　慈　子 （小２） 松　浦　笑　里 （小２）

庵　坂　尚　吾 （小５） 岩　木　理　子 （小５） 澤　田　航太朗 （小５） 城　澤　初　音 （小５）

吉　谷　知　紗 （小５）

ベスト
アンサンブル賞

ティル・ナ・ノーグ ～幻影の島～ ☆♪Soleil-Ｔg♪☆ 大　月　愛　香 （中１） 中　村　芽　衣 （中１） 巻　幡　優　杏 （中１） 元　谷　莉　子 （中１）

柴　田　莉　緒 （小１） 谷　尾　環　奈 （小１） 中　田　萌々花 （小１） 檜　垣　宥　惺 （小１）

松　野　このみ （小１）

ハッピー
ミュージック賞

こびとの森 Lei Hoaloha 馬　越　瑠　音 （小２） 隈　元　柚　希 （小２） 原　田　花　蓮 （小２）

岡　田　千　春 （小３） 谷　尾　有　理 （小３） 松　野　ふたば （小３） 渡　邊　夏　帆 （小３）

新　井　　　迅 （小４） 沖　川　海　結 （小４）

グッドセンス賞 My  favorite  things 情熱カルテット 古　山　陽　彩 （中１） 杉　江　莉　奈 （中１） 寺　本　凛　香 （中１） 森　田　明　輝 （中１）☆
ベスト

アンサンブル賞
交響的舞曲 第３楽章 multi Phonic 木　原　智果子 （高１） 木　原　智帆子 （高１） 古　山　幹　航 （高１）

江　川　陽　莉 （小２） 研　井　晶太郎 （小２） 苗　代　野　杏 （小２） 福　原　実　恋 （小２）

松　田　理　世 （小２） 溝　﨑　啓　太 （小２） 山　下　華　子 （小２） 山　田　悠　生 （小２）

伊　藤　ひより （小３） 植　松　美　晴 （小３） 桑　原　侑　芽 （小３） 東　脇　由　規 （小４）

渡　辺　茉佑子 （小３）

浅　田　凌　馬 （小４） 中　江　ゆ　い （小４） 野　中　星　那 （小４） 平　山　桃　羽 （小４）

藤　井　亮　成 （小４）

市　丸　夢　月 （小５） 木　村　芹　那 （小４） 武　山　朋　嗣 （小４） 福　原　麻　奈 （小４）

宮　原　駿　介 （小４）

伊　藤　琉　愛 （小５） 鎌　倉　武　司 （小５） 桑　原　莉　央 （小５） 重　藤　美乃莉 （小５）

松　田　　　逞 （小５）

市　丸　夏　鈴 （小６） 片　山　心　結 （小６） 岸　本　彩　花 （小６） 河　野　祐　里 （小６）

山　口　絢　葉 （小６） 湯　川　実　咲 （小６）

ベスト
アンサンブル賞

魔法使いの弟子 Charme 森　脇　真　央 （小３） 矢田貝　杏　璃 （小３） 柳　　　花　音 （小３） ☆
ベスト

テクニカル賞
ラ・カンパネラ Rainbow Stream 木　原　友　里 （小５） 藤　巴　汐　里 （小５） 賀　谷　天　音 （小５） 森　脇　弘　智 （小５）

潮　　　奏　寧 （小6） 岡　田　美　彩 （小5） 松　本　絆　里 （小6） 松　本　紡　希 （小5）

柳　田　歩　実 （小５）

なお地区出場の５チームは令和3年12月25・26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

ニュートライアル賞 「エスタンシア」より終曲の踊り（マランボ） にじいろフローラルハーモニー ☆

ニュートライアル賞 ババヤガ Ｐ☆Ｆ ☆

グッドセンス賞 吹奏楽のための琉球幻想曲 UNITE

ベスト
アンサンブル賞

小さな龍の伝説 piacere

ベスト
アンサンブル賞

バラード スター☆Five

グッド
パフォーマンス賞

ロンドン橋～ちょっとJazzバージョン～ コスモ★クインテット

ベスト
アンサンブル賞

展覧会の絵 armonía

ハッピー
ミュージック賞

ガリバー旅行記～リリパット，フイヌム Prostimo♪76

ベスト
アンサンブル賞

シチリアーノ One Trip

ハッピー
ミュージック賞

ディキシー パルランテ☆クインテッド

ベスト
テクニカル賞

悪魔の踊り carina stella☆″

ハッピー
ミュージック賞

大きな古時計 ストロベリーブルー

ベスト
テクニカル賞

絵のない絵本 ベリオシャberry

グッド
パフォーマンス賞

ミッキーマウス・マーチ ♯HAPPY  MUSIC

10月23日（土）24日（日） ６８チーム３００名

広島大学サタケメモリアルホール 約１２００名

チームメンバー

ハッピー
ミュージック賞

ガリバー旅行記　リリパット，フイヌム ★Fun fun fun6★


