
審査員
予選-1 予選-2 本選

1 1968-1-14 岐阜市民会館 夜の鐘（パパレロ） 31 10 １． 片岡道子 鈴木静一
(岐阜） 3度と6度の練習曲（ムニエル） ２． 田中早苗 田中常彦

３． 堀野敏子 鳥井諒二郎
次  新井義悠 中野二郎

服部　正
小西誠一
高橋　功

2 1970-4-19 愛知文化講堂 前奏曲（ファンタウッツィ） 27 8 １． 川口雅行 鈴木静一
(名古屋） 勇気ある人（カラーチェ） ２． 榊原喜三 田中常彦

３． 恩地早苗 鳥井諒二郎
次  横内紀夫 中野二郎

服部　正
小西誠一

3 1972-3-25 第一生命ホール グラントレモロ（ムニエル） 22 １． 榊原喜三 鈴木静一
（東京） ２． 遠藤隆己 田中常彦

３． 岩瀬幹子 鳥井諒二郎
次  寺沢千恵子 中野二郎

服部　正
小西誠一
浜田徳昭

4 1974-9-29 関電ホール 星夜（カラーチェ） 23 １． 新井義悠 鈴木静一
（大阪） ２． 安藤博子 鳥井諒二郎

３． 田村隆司 中野二郎
次　横内正代 服部　正

長井　斉
5 1976-9-19 中国新聞社 小さなガボット（カラーチェ） 12 １． 田村隆司 伊東尚生

（広島） 愛の喜び（パパレロ） ２． 中原　誠 中野二郎
３． 新宮みどり 平山英三郎
次　相良澄子 比留間絹子

中川牧三
6 1978-9-17 津市文化会館 第一ファンタジア（ムニエル） 10 １． 粂井謙三 島　重信

(津） ２． 相良澄子 中野二郎
３． 水田益博 片野実雄
次　福山友仁 中川牧三

野上阜三博
7 1980-9-23 第一生命ホール 無窮動（カラーチェ） 15 １． 伊藤伸介 島　重信

（東京） ２． 鈴木弘美 中野二郎
３． 新宮みどり 服部　正
次　八里哲史 片野実雄

中川牧三
8 1982-10-3 郵便貯金会館 コラール（カラーチェ） 14 １． 坂本貴枝 杉田村雄

（大阪） ２． 青山　忠 中野二郎
３． 石村隆行 服部　正
次　加藤昌弘 比留間絹子

中川牧三
9 1984-10-14 布池文化センター 傷める心（カンブリア） 14 １． 石村隆行 中野二郎

（名古屋） ２． 桜井稔泰 服部　正
３． 佐々木敏 比留間絹子
次　横山宏治 野上阜三博

藤掛廣幸
10 1986-9-28 abc会館 ワルソーの思い出（ラニエリ） 13 １． 佐々木敏 伊東尚生

（東京） ２． 高橋和彦 久保田孝
３． 竹内勝利 南谷博一
次　横内正代 植木三郎

中川牧三
11 1988-10-9 協栄生命ホール 第二幻想曲（中野） 14 １． 岩崎美弥 川口雅行

（豊中） ２． 折井清純 木下正紀
３． 森田ひとみ 久保田孝
次　竹内勝利 南谷博一

藤掛廣幸
12 1990-10-28 今池ガスホール スペイン綺想曲（ムニエル） 13 １． 山室繁央 川口雅行

（名古屋） ２． 中島啓一 木下正紀
３． 万城目直樹 久保田孝
次　大島匡代 南谷博一

野上阜三博
藤掛廣幸
星野明道
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13 1992-8-22 北とぴあ 愛の歌（ムニエル） 11 １． 永田真司 川口雅行
（東京） ２． 中野　薫 木下正紀

３． 井上泰信 久保田孝
次　尾関美和子 南谷博一

植木三郎
小胎　剛
藤掛廣幸

14 1994-10-2 協栄生命ホール 曲芸師の魂（カンブリア） 12 １． 井上泰信 川口雅行
（豊中） ２． 吉元煌貴 木下正紀

３． 柴田高明 久保田孝
次　尾関美和子 桑原康雄

朝比奈千足
平光　保
藤掛廣幸

15 1996-10-13 桑名コミュニティプラザ ケンタッキーの我が家 15 １． ツェルネッケ, A.帰山栄治
（桑名） 　　　　　　　　（ペッティーネ） ２． 柴田高明 川口雅行

３． 松重正清 木下正紀
次  佐々木和也 久保田孝

桑原康雄
錦かよ子
野上阜三博
長谷川武久
藤掛廣幸

16 1998-10-17 烏山区民センター シルヴィア（カラーチェ） 21 6 １． なし 川口雅行
1998-10-18 星陵会館 アリア・ヴァリアータ第2番 ２． 斉藤千恵 木下正紀

(東京） 　　　　　　　　　　　（ムニエル） ３． 大西功造 久保田孝
次  深谷明弘 桑原康雄

竹内郁子
小胎　剛
長谷川武久
平光　保
藤掛廣幸

17 2000-10-8 茨木市民総合センター Reverie （フランチア） 49 21 9 １． 大西功造 新井義悠
2000-10-9 協栄生命ホール 春が来た変奏曲（中野） ２． 梶原忠子 越智　敬

（大阪） ３． 佐久間絵里 川口雅行
次  深谷明弘 木下正紀
次　横田綾子 久保田孝

桑原康雄
長谷川武久
平光　保
藤掛廣幸

18 2002-10-13 名古屋西文化小劇場 こびとの踊り（カラーチェ） 45 23 8 １． 桝川千明 石村隆行
（名古屋） 春雪のバラード（牧野） ２． 石橋敬三 新井義悠

３． 横田綾子 川口雅行
次　村瀬由香 竹内郁子

野上阜三博
長谷川武久
平光　保
藤掛廣幸

19 2004-11-3 川口リリア音楽ホール カンタービレ（小林） 40 15 6 １． 竹間久枝 新井義悠
（川口） 前奏曲 第5番、第6番（ヘッセ） ２． 石橋敬三 石村隆行

３． 望月　豪 久保田孝
濱田滋郎
平光　保
藤掛廣幸

20 2006-10-7 ピッコロシアター マンドリン協奏曲第1楽章（ﾌﾝﾒﾙ） 31 15 6 １． 平上元子 岡本一郎
（尼崎） 旋回アレグレット（野田） ２． 福屋　篤 木下正紀

３． 望月　豪 久保田孝
高橋五郎
平光　保
藤掛廣幸
物部一郎

21 2008-10-26 静岡音楽館AOI 雨の日（寺嶋） 39 17 6 １． 丸橋弘雅 木下正紀
（静岡） アンダンテと変奏（ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ） ２． 奥井政行 久保田孝

３． 井口 優 小櫻秀爾
次　佐古季暢子 佐々木敏

高橋五郎
平光　保
藤掛廣幸

22 2010-8-22 かつしか ビッツァリア（ムニエル） 41 16 6 １． 和泉 亨 木下正紀
シンフォニーヒルズ 夕べの想い（中野） + ２． 青山 涼 久保田孝

（東京） 1(独） ３． 泊り美穂 國土潤一
次　児嶋絢子 高橋和彦

高橋五郎
藤掛廣幸


