
♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  POKER FACE SUFFOCATION SOIL&PIMP SESSIONS タブゾンビ POKER FACE

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ メロディーSTAR★ アフリカン・シンフォニー Van McCoy 川島 容子

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  あいすＣａｎｄｙ ☺ Tokyo Games 窪田 宏 杉本 豊之、あいすＣａｎｄｙ ☺

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞 小低  堀田　匠翔 THOR Alan Silvestri,Brian Tyler 堀田 匠翔

金賞 小高  西口　彩愛 The Mission to Complete 葉加瀬 太郎 西口 彩愛

金賞 高校  西村　奏来 Ghost Train Eric Whitacre 西村 奏来

銀賞 小高  中道  莉音 風の丘を越えて 野沢 香苗 藤本 早苗、中道 莉音

銀賞 小高  安村　帆華 FAR AND AWAY JOHN WILLIAMS 安村 帆華

銀賞 小高  杉谷　優里瑛 Art on Ice Edvin Marton 杉谷 優里瑛

銀賞 中学  渡邉　光葵 「最後の楽園」より 佐藤 直紀 渡邉 光葵

銀賞 高校  楠本　茉桜 恋歌 松本 孝弘 楠本 茉桜

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場

ヤマハ エレクトーンフェスティバル2021 福井県嶺南地区予選 ２０２１年６月１３日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：奥城 海優／小林 凜夢／西田 心花

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：久保 沙恵／彦瀬 怜大／和多田 宇美

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：枝川 陽向／彦瀬 凜／安田 真悠



♪ ソロ部門 ♪　　2021年8月1日(日） 金沢市文化ホール
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞 一般  西村　奏来 Ghost Train Eric Whitacre 西村 奏来

審査員特別賞 小高  西口　彩愛 The Mission to Complete 葉加瀬 太郎 西口 彩愛

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2021 北陸地区ファイナル

※ 金賞受賞者はセミファイナルへ出場



♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  POKER FACE AVALANCHE SOIL&PIMP SESSIONS 社長 POKER FACE

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Plus Ultra Real Spin Kick 窪田 宏 窪田 宏、Plus Ultra

銀賞 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ  陽香里と瑚乃香 プレリュード～交響組曲ファイナルファンタジー-SCENEⅢメドレー 植松 伸夫 岩崎 孝昭

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  ZIPPY ALEX 小人のファンタジーランド・小人がひとり森の中で E.ﾌﾝﾊﾟｰﾃﾞｨﾝｸ 矢口 理津子

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  あいすＣａｎｄｙ ☺ 小さな龍の伝説 小寺 久美子 笹山 由紀子

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞 小低  西口　彩愛 大和 YAMATO 小針 克之助 西口 彩愛

金賞 小低  中道  莉音 THE BELLS of NOTRE DAME ALAN MENKEN 中道 莉音

金賞 小高  杉谷　優里瑛 万讃歌 葉加瀬 太郎 杉谷 優里瑛

金賞 小高  西口　隆大 Gotcha～Thema from’Starsky&Hutch’ Tom Scott 西口 隆大

金賞 中学  楠本　茉桜 KAPPA 松居 慶子 楠本 茉桜

金賞 中学  西村　奏来 Safari run 神保 彰 西村 奏来

金賞 高校  前崎　あおい Beautiful Flight H ZETTRIO 前崎 あおい

銀賞 小低  杉谷　陽香里 パコと魔法の絵本 ガブリエル・ロベルト 杉谷 陽香里

銀賞 小低  安村　帆華 Turandot.OVERTURE&MARCH ウェーバー 安村 帆華

銀賞 小高  藤本　朔矢 Vocalize 窪田 宏 窪田 宏

銀賞 中学  渡邉　光葵 哀愁のアンダルシア 高田 和泉 高田 和泉

２０１９年６月１６日(日）
パレア若狭 ホール

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：奥城 海優／小林 凜夢／三国 愛香／西田 心花

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：枝川 陽向／中道 結羚／野嵜 紗愛／彦瀬 凜／安田 真悠／和多田 実莉

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：河原 美颯／東園 響志郎／小林 凜恩／野瀬 晴妃

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2019 福井県嶺南地区予選

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：杉谷 陽香里／小畑 瑚乃香

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：川田 大雅／山本 康生／山本 彩未／井上 稟子／渡辺 蘭子



♪ ソロ部門 ♪　　2019年8月3日(土）・4日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞 小低  中道  莉音 THE BELLS of NOTRE DAME ALAN MENKEN 中道 莉音

審査員特別賞 小低  西口　彩愛 大和 YAMATO 小針 克之助 西口 彩愛

審査員特別賞 小高  西口　隆大 Gotcha～Thema from’Starsky&Hutch’ Tom Scott 西口 隆大

審査員特別賞 中学  楠本　茉桜 KAPPA 松居 慶子 楠本 茉桜

審査員特別賞 中学  西村　奏来 Safari run 神保 彰 西村 奏来

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2019 北陸地区ファイナル

※ 金賞受賞者はファイナリスト選考会へ出場



♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  あかのかさ Get It On (黒い炎) Bill Chase and Terry Richards 杉本豊之／あかのかさ

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  as one + MK Caribe Michel Camilo 島田聖子／as one + MK

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  あいすＣａｎｄｙ ☺ ｢アルルの女｣ 第2組曲より ファランドール G.Bizet 大木裕一郎／あいすcandy ☺

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  POKER FACE SUMMER GODDESS 丈青 宮戸幸枝／POKER FACE

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

最優秀金賞 小高  渡邉　光葵 未来のトビラ 岩内 佐織 岩内 佐織

金賞 小低  西口　隆大 Flight to Neverland from"Hook" John Williams 西口 隆大

金賞 小低  杉谷　優里瑛 中国12億人の改革開放 菅野 よう子 杉谷 優里瑛

金賞 中学  西村　奏来 Wicked 神保 彰 西村 奏来

金賞 中学  楠本　茉桜 Tango pour Claude Richard Galliano 楠本 茉桜

金賞 一般  松田　愛実 セレナーデ 岩内 佐織 岩内 佐織

金賞 一般  寺川　楓馬 Real Spin Kick 窪田 宏 窪田 宏

銀賞 小低  西口　彩愛 DOUBLE MARKET DIMENSION TOMOKO

銀賞 小低  安村　帆華 小さな世界 Richard M.Sherman､Robert B.Sherman 岩内 佐織

銀賞 小高  岡田　羽琉 パイレーツ･オブ･カリビアン メドレー George Bruns 他 鷹野 雅史

銀賞 小高  木戸　遥夏 西郷どん －メインテーマ－ 富貴 晴美 岩崎 孝昭／木戸 遥夏

銀賞 小高  河口　和輝 草競馬～Dream of horse S.C.Foster 河口 和輝

銀賞 中学  奥谷　昂大 Vocalize 窪田 宏 窪田 宏

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2018 福井県嶺南地区予選 平成３０年６月１７日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：水上 紗希／小堀 望愛／佐野 和咲／野瀬 彩音

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：小林 凜恩／野瀬 晴妃／河原 美颯

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：枝川 陽向／中道 結羚／野嵜 紗愛／彦瀬 凜／安田 真悠／和多田 実莉

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：奥城 海優／小林 凜夢／三国 愛香／西田 心花



♪ ソロ部門 ♪　　平成３０年８月４日(土）・５日(日） 石川県文教会館

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

銀賞 小低  西口　隆大 Flight to Neverland from"Hook" John Williams 西口 隆大

銀賞 中学  楠本　茉桜 Tango pour Claude Richard Galliano 楠本 茉桜

審査員特別賞 小高  渡邉　光葵 未来のトビラ 岩内 佐織 岩内 佐織

審査員特別賞 中学  西村　奏来 Wicked 神保 彰 西村 奏来

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2018 北陸地区ファイナル



♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ ALEX KEY HUNTER Michio Kagiwada ALEX

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  as one + MK WHY NOT！ MICHEL CAMILO 杉本豊之、 as one + MK

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ Caminoz Blue ラデツキー行進曲 J.Straussl 生田佳輝

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ Thank Sing SAMBA DE 恋して ﾋｲｽﾞﾐﾏｻﾕ機 内田誠

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

最優秀金賞 小高  楠本　茉桜 彩虹橋 伍芳 楠本茉桜

金賞 小低  西口　隆大 THE PINK PANTHER THEME Henry Mancini 西口隆大、桝田薫

金賞 小低  藤本　朔矢 CHA-LA HEAD-CHA-LA 清岡千穂 上野みゆき

金賞 小低  杉谷　優里瑛 流転 TAKURO Yasuyo Akagi、杉谷優里瑛

金賞 小高  西村　奏来 Road Star 窪田宏 窪田宏

金賞 中学  前崎　あおい Rhythm Junction 岩内佐織 岩内佐織

金賞 高校  寺川　楓馬 Tokyo Games 窪田宏 窪田宏

銀賞 小高  渡邉　光葵 能面-OMOTE- 岩内佐織 岩内佐織

銀賞 高校  松田　愛実 哀愁のアンダルシア 高田和泉 高田和泉

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：市埜杏奈／立川采実／西村奏来／野元晴佳

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2017 福井県嶺南地区予選 平成２９年６月１１日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：寺川誠愼／鈴木康介／塩田衣愛／中村結月

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：小林 凜恩／野瀬 晴妃／河原 美颯

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：上塚菜未／上塚朱寿／國立冴耶香／堀居春乃

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場



♪ ソロ部門 ♪　　平成２９年８月５日(土）・６日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

銀賞 小高  楠本　茉桜 彩虹橋 伍芳 楠本茉桜

審査員特別賞 小低  西口　隆大 THE PINK PANTHER THEME Henry Mancini 西口隆大、桝田薫

審査員特別賞 小低  杉谷　優里瑛 流転 TAKURO Yasuyo Akagi、杉谷優里瑛

審査員特別賞 小高  西村　奏来 Road Star 窪田宏 窪田宏

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2017 北陸地区ファイナル



♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ puma 熊谷徳明 高橋督

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｉｃｈｉ ☆ Ｋａｒａ WHY NOT！ MICHEL CAMILO 杉本豊之

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ POKER FACE タルカスより「噴火」 ｴﾏｰｿﾝ、ﾚｲｸ＆ﾊﾟｰﾏｰ 中村美奈子/POKER FACE

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

最優秀金賞 小高  楠本　茉桜 すべては薔薇と花開く Stephen Sondheim 森俊雄

最優秀金賞 小高  西村　奏来 Gemma 窪田宏 豊島円

金賞 小低  杉谷　優里瑛 「ガール・クレイジー」組曲 Gerge Gershuin 森俊雄

金賞 小低  西口　隆大 シフリン＆ヴァリエーションズ Michael Giacchino 杉本豊之

金賞 中学  奥谷 有貴 Beat #5 勝田一樹 高橋督

金賞 中学  寺川　楓馬 Pressure 窪田宏 窪田宏

金賞 高校  松田  優実 パストラス・ファンタジー 藤掛廣幸 岩内佐織

銀賞 小低  中道  莉音 不思議の国のアリス Sammy Fain 内田誠

銀賞 小高  奥谷　昂大 CORE 熊谷徳明 島田聖子

銀賞 高校  西村　桜 回想 I wish Stevie Wonder 鈴木一浩

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2016 福井県嶺南地区予選 平成２８年５月２２日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：梅木千裕／熊谷彩花／伊達朝香／東園響志郎／網野陽尚

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：上田菜乃／奥谷昂大／奥谷有貴／寺川楓馬／松宮明日美

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：西田心花／重田温也／小林凜夢／奥城海優／三国愛香

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場



♪ ソロ部門 ♪　　平成２８年８月６日(土）・７日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

銀賞 小高  西村　奏来 Gemma 窪田宏 豊島円

審査員特別賞 小低  西口　隆大 シフリン＆ヴァリエーションズ Michael Giacchino 杉本豊之

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2016 北陸地区ファイナル



♪ アンサンブル部門 ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ HIT THE GROUND RUNNING GORDON GOODWIN Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｉｃｈｉ ☆ Ｋａｒａ ＭＡＣＨＥＴＥ 森村献 稲垣千章／Ｉｃｈｉ☆Ｋａｒａ

銀賞 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ  ＭＫ：Ⅱ レット・イット・ゴー Kristen Anderson-Lopez 稲葉夕佳／ＭＫ：Ⅱ

♪ ソロ部門 ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞☆ 中学  寺川　楓馬 Ｉｎｓｐｉｒｅ 窪田宏 窪田宏

金賞☆ 一般  熊谷　彩花 ラフマニノフ協奏曲 SERGE RACHMANINOFF 熊谷彩花

金賞 小低  堀居　春乃 アルプス一万尺 アメリカ民謡 内田誠

金賞 小低  杉谷　優里瑛 ディズニー・ファンティリュージョン！ Ｂｒｕｃｅ Ｈｅａｌｅｙ 大木裕一郎

金賞 小高  東園　響志郎 組曲「惑星」より木星 Ｇ．ホルスト 坂井知寿

金賞 小高  西村　奏来 Ｇｏ！Ｇｏ！Ｂｏｙｓ！ 加曽利康之 FUNKY　FOX

金賞 中学  上田　菜乃 ＳＩＳＴＥＲ　ＳＡＤＩＥ Ｈｏｒａｃｅ　Ｓｉｌｖｅｒ 花野恵里

銀賞 小高  奥谷　昂大 Ｂｌｕｅｓ　Ｂｏｘ 富岡ヤスヤ 富岡ヤスヤ

銀賞 小高  楠本　茉桜 中国12億人の改革開放 MAIN THEME ENDING THEME 菅野よう子 楠本茉桜

銀賞 一般  西村　桜 Ｓｐｉｎ　Ｋｉｃｋ 窪田宏 窪田宏

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2015 福井県嶺南地区予選 平成２７年６月７日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：梅木 千裕／熊谷 彩花／伊達 朝香／服部大智／川口拓人／高橋光夏／東園響志郎／網野 陽尚

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：上田菜乃／奥谷昴大／奥谷有貴／寺川楓馬／松宮明日美

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：河原美颯／小西真鈴

※ 金賞☆：金賞の中でも特に優秀な演奏　　／金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場



♪ アンサンブル部門 ♪ 平成２７年１１月２９日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ HIT THE GROUND RUNNING GORDON GOODWIN Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

♪ ソロ部門 ♪　　平成２７年８月８日(土）・９日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

審査員特別賞 小高  西村　奏来 Ｇｏ！Ｇｏ！Ｂｏｙｓ！ 加曽利康之 FUNKY　FOX

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：梅木 千裕／熊谷 彩花／伊達 朝香／服部大智／川口拓人／高橋光夏／東園響志郎／網野 陽尚

ヤマハ エレクトーンフェスティバル 2015 北陸地区ファイナル



♪ エレクトーンステージ ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ Trinity LEGAL-HIGH 林ゆうき SAKI、日下将太郎、David Upfield、Trinity

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ The Jazz Police GORDON GOODWIN Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ Happy Meldy♪ 「アルルの女」第2組曲より ファランドール

♪ ジュニアエレクトーンコンクール ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

最優秀金賞 小低 奥谷　昂大 線路は続くよどこまでも アメリカ民謡 加曽利康之

最優秀金賞 中学 伊達　朝香 ピアノ協奏曲第一番”蠍火” Virkato Wakhmaninov 伊達朝香

金賞 小高 東園　響志郎 時経-Picturesque Time- 冴咲賢一 冴咲賢一

金賞 小高 松田  優実 「美女と野獣」より TRANSFORMATION Alan Menken 内海源太

金賞 小高 寺川　楓馬 Road Star 窪田宏 窪田 宏

金賞 中学 熊谷　彩花 Romeo et Juliette Fantaisie-Ouverture Tim Atack,Tchaikowsky,NinoRota 熊谷彩花

金賞 中学 緩詰  美玖 Pin Stripe 鈴木一裕 高木亜紀、緩詰美玖

銀賞 小低 奥谷　有貴 久保田 窪田宏 上野みゆき

平成２６年６月２２日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー／東園響志郎   小林凜恩   野瀬晴妃

                                            メンバー／髙橋光夏  網野陽尚  梅木千裕  熊谷彩花  伊達朝香 

                                            メンバー／入江美緒  小山萌子  八木香那  山口順子

※ 金賞受賞者は北陸地区ファイナルへ出場

ヤマハエレクトーンフェスティバル2014 福井県嶺南予選



♪ アンサンブル部門 ♪ 平成２６年８月１０日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ The Jazz Police GORDON GOODWIN Ｍｅlｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

                                            メンバー／髙橋光夏  網野陽尚  梅木千裕  熊谷彩花  伊達朝香 

ヤマハエレクトーンフェスティバル2014 北陸地区ファイナル



♪ エレクトーンステージ ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ichi ☆ Kara バットマン ～スカ・バージョン～ ニール・ヘフティ 稲垣千章

金賞 ｺﾝﾃｽﾄ 乙女姉さん 功名が辻メインテーマ 小六禮次郎 吉原美帆

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ メロクロ to Alex SIR DUKE Stevie Wonder メロクロ to Alex

♪ ジュニアエレクトーンコンクール ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞☆ 小低 東園　響志郎 ｢勇気100%｣の主題による序奏とフーガ 馬飼野康二 鷹野雅史、東園響志郎

金賞☆ 小高 髙畑　心温 きんとうん 冴咲賢一 冴咲賢一

金賞☆ 中学 伊達　朝香 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋雅徳 伊達朝香

金賞 小高 上田　菜乃 トレジャー・プラネットメドレー James Newton Howard 森俊雄

金賞 小高 寺川　楓馬 Gemma 窪田宏 豊島円

金賞 中学 坂下　彩華 THE FLIGHT TO NEVERLAND From "HOOK" John Williams H.Matsui

金賞 中学 熊谷　彩花 SEASONS VIVALDI 和田則彦、熊谷彩花

銀賞 小低 髙橋  光夏 小フーガト短調（BWV.578）,残月 J.S.バッハ、→Pia-no-jaC← 髙橋 光夏

※ 金賞☆：金賞の中でも特に優秀な演奏　　／金賞受賞者は北陸大会へ出場

平成２５年６月２３日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー／上田菜乃　奥谷有貴　髙畑心温　竹腰風花　寺川楓馬　松宮明日美

                                            メンバー／有馬優美　坂下彩華　中島朋美　西村桜

                                            メンバー／尾坂浩和 宮本雅弘 東園友裕 成瀬憲次 東園一葉 熊谷彩花 伊達朝香 梅木千裕 渡辺彩夏 山本美有 網野陽尚 寺川誠愼

ヤマハエレクトーンフェスティバル2013 福井県嶺南予選



♪ アンサンブル部門 ♪ 平成２５年８月１１日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

銀賞 ｺﾝﾃｽﾄ  Ichi ☆ Kara バットマン ～スカ・バージョン～ ニール・ヘフティ 稲垣千章

♪ ジュニアエレクトーンフェスティバル ♪　　平成２５年８月９日(金）・１０日(土） 金沢市文化ホール

賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

審査員特別賞 小高 寺川　楓馬 Gemma 窪田宏 豊島円

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー／上田菜乃　奥谷有貴　髙畑心温　竹腰風花　寺川楓馬　松宮明日美

ヤマハエレクトーンフェスティバル2013 北陸地区ファイナル



♪ エレクトーンステージ ♪
賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

金賞 En  Ｍｅｒｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ  BIG BAND BEAT～Sing Sing Sing Louis Prima Ｍｅｒｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

金賞 En  ＴＮＭ３  Tank！ 菅野よう子 David Upfield,TNM3

銀賞 FE  Ａｌｅｘ Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ  ぶっ生き返す !! マキシマムザ亮君 Alex Invincible

銀賞 En  ｍａｒｉｍｅｋｋｏ  Beat #5 Katsuta Kazuki ｍａｒｉｍｅｋｋｏ

♪ ジュニアエレクトーンコンクール ♪
賞 部門 名前 曲名 作曲者 編曲者

金賞☆ 小高  滝波　夏歩 ザッツ・エンタテインメント A.シュワルツ 矢口理津子・滝波夏歩

金賞☆ 中学  伊達　朝香 HI JACK →Pia-no-jaC←・J.オッフェンバック・H.ネッケ・池頼広 伊達朝香

金賞☆ 高校  白土　美咲 Pressure 窪田宏 窪田宏

金賞 小低  髙橋　光夏 交響曲 第40番 ト短調 第一楽章 W.A.モーツァルト 長野洋二・髙橋光夏

金賞 小高  髙畑　心温 ソーラン節 北海道民謡 坂井和寿

金賞 小高  堀口　唄葉 High Spirits 窪田宏,勝田一樹,石川雅春 豊島円

金賞 小高  寺川　楓馬 Blues Box 富岡ヤスヤ 富岡ヤスヤ

銀賞 小高  奥谷　有貴 The James Bond Theme from"007series" M.ノーマン 窪田宏・奥谷有貴

銀賞 中学  熊谷　彩花 歌劇｢サムソンとデリラ｣よりバッカナール C.サンサーンス 坂井知寿・内海源太・熊谷彩花

銀賞 高校  柴田　奈美穂 PARAISO ダブゾンビ 島田聖子

En：アンサンブルコンテスト部門　　　　FE：フリースタイル部門アンサンブル

※ 金賞☆：金賞の中でも特に優秀な演奏　　／金賞受賞者は北陸大会へ出場

平成２４年６月２４日(日）
パレア若狭 ホール

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：梅木 千裕／熊谷 彩花／伊達 朝香／網野 陽尚／成瀬 憲次

　　　　　　　　　　　　　          　　メンバー：柴田 奈美穂／白土 美咲／藤永 望乃理／山口 美咲

　　　　　　　　　　　　　         　　メンバー：東園 響志郎／寺川 誠愼／河端 水喜／渡辺 彩夏

　　　　　　　　　　　　　　         　メンバー：西村 桜／中島 朋美／有馬 優美／坂下 彩華

ヤマハエレクトーンフェスティバル2012 福井県嶺南予選



♪ アンサンブル部門 ♪ 平成２４年８月１２日(日） 金沢市文化ホール

賞 部門 グループ名 曲名 作曲者 編曲者

審査員特別賞 En  Ｍｅｒｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ  BIG BAND BEAT～Sing Sing Sing Louis Prima Ｍｅｒｏｄｙ Ｃｌｏｖｅｒ

　　　　　　　　　　　　　　          　メンバー：梅木 千裕／熊谷 彩花／伊達 朝香／網野 陽尚／成瀬 憲次

ヤマハエレクトーンフェスティバル2012 北陸地区ファイナル


