
1.28
メールアドレス▶tmf@tmf.or.jp
H P アドレス▶http://www.sobun-tochigi.jp/

〒320-8530 宇都宮市本町1-8  TEL.028-643-1010（平日8：30～17：15）
（公財）とちぎ未来づくり財団 文化振興課

開 演 14:00
栃木県総合文化センター サブホール

■鑑賞をご希望の方は、往復はがき・FAXまたはEメールに住所・氏名・電話番号（FAX番号）・入
場希望者数（１件につき２名まで）を明記の上、下記申込先「フレッシュアーティスト・ガラ・
コンサート」あてにお申し込みください。お申し込みと同様の方法で入場整理券をご返信し
ます。（ホームパージからもお申し込みいただけます）

[sun]2018 2017年12月19日（火）～

（整理券）
入場無料

主 催
開 場

受付期間

お問い合わせ・申込み

13:30
公益財団法人とちぎ未来づくり財団
―青少年の健全育成と県民文化の振興を目指します―

とちぎ舞台芸術アカデミー〈音楽部門〉とちぎ舞台芸術アカデミー〈音楽部門〉

～音楽文化の振興・発展を願って開催するクラシック音楽コンクール
“コンセール・マロニエ21”と“栃木県ジュニアピアノコンクール”の入賞者たち～
～音楽文化の振興・発展を願って開催するクラシック音楽コンクール

“コンセール・マロニエ21”と“栃木県ジュニアピアノコンクール”の入賞者たち～

お願い・お断り
◉就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
◉開演後にお越しの際には、ロビーにてお待ちいただく場合があります。
◉会場には駐車場がありません。公共交通機関等をご利用ください。

山下 裕賀山下 裕賀
Hiroka YmamashitaHiroka Ymamashita

第21回
コンセール・マロニエ２１
声楽部門

第21回
コンセール・マロニエ２１
声楽部門

メゾ・ソプラノ /メゾ・ソプラノ /

第１位第１位

田母神 夕南田母神 夕南
Yuna TamogamiYuna Tamogami

第22回
コンセール・マロニエ２１
ピアノ部門

第22回
コンセール・マロニエ２１
ピアノ部門

ピアノ /ピアノ /

第１位第１位

佐藤 はな佐藤 はな
Hana SatoHana Sato

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
1･2年生の部
最優秀賞

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
1･2年生の部
最優秀賞

枝川 泰陽枝川 泰陽
Taiyo EdakawaTaiyo Edakawa

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
1･2年生の部
最優秀賞

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
1･2年生の部
最優秀賞

平山 滉一朗平山 滉一朗
Koichiro HirayamaKoichiro Hirayama

第11回栃木県
ジュニアピアノコンクール
小学校3･4年生の部
第12回栃木県
ジュニアピアノコンクール
小学校5･6年生の部

第11回栃木県
ジュニアピアノコンクール
小学校3･4年生の部
第12回栃木県
ジュニアピアノコンクール
小学校5･6年生の部
最優秀賞最優秀賞

小松 凌太小松 凌太
Ryota KomatsuRyota Komatsu

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
3･4年生の部
最優秀賞

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
小学校
3･4年生の部
最優秀賞

鈴木 花英鈴木 花英
Hanae SuzukiHanae Suzuki

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
大賞
小学校5･6年生の部
最優秀賞

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
大賞
小学校5･6年生の部
最優秀賞

小森 悠歌小森 悠歌
Yuka KomoriYuka Komori

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
中学生の部
最優秀賞

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
中学生の部
最優秀賞

髙津戸 来瞳髙津戸 来瞳
Kurumi TakatsutoKurumi Takatsuto

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
中学生の部
最優秀賞

第11回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
中学生の部
最優秀賞

山中 梨里花山中 梨里花
Ririka YamanakaRirika Yamanaka

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
高校生の部
最優秀賞

第12回
栃木県ジュニア
ピアノコンクール
高校生の部
最優秀賞



京都府出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程声
楽（オペラ）専攻修了。学部卒業時に同声会賞を、大学院修了時にアカ
ンサス音楽賞を受賞。第23回友愛ドイツ歌曲コンクール学生の部奨励
賞受賞。第21回コンセール・マロニエ21第1位。第61回藝大オペラ定期
公演W.A.モーツァルト《フィガロの結婚》にてケルビーノ役、G.ビゼー
《カルメン》にてメルセデス役で出演。宗教曲では、朝日新聞厚生文化
事業団主催第64回チャリティーコンサート「藝大メサイア」、モーツァ
ルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》等にてアルトソリストを務
める。声楽を、藤花優子、伊原直子、菅英三子の各氏に師事。BS-TBS『日
本名曲アルバム』に「杜の音シンガーズ」として出演。平成29年度宗次
エンジェル基金／公益社団法人日本演奏連盟新進演奏家国内奨学金
制度奨学生。現在、同大学院博士課程オペラ専攻1年次に在籍中。

◆『コンセール・マロニエ21』は、未
来に飛翔する新進音楽家に発表
の機会を提供し、今後の活躍を
奨励する音楽コンクールです。
◆『栃木県ジュニアピアノコン
クール』は、県内でピアノを学ぶ
子供たちの感性と演奏技術を育
むコンクールです。

田母神 夕南 Yuna Tamogami
第22回コンセール・マロニエ21　ピアノ部門 第１位

ピアノ /

1歳よりヤマハ音楽教室に通い始める。
7歳からヤマハ・ジュニア専門コースへ
進級し、同コース3年に在籍中。
第11回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル1・2年生の部 最優秀賞
現在、矢野直子先生に師事。

2歳よりヤマハ音楽教室へ通い始める。
現在、ヤマハ・ジュニア専門コース5年に在
籍し、赤坂明美先生に師事。
《ピティナ・ピアノコンペティション》
第39回東日本栃木地区A1級本選 優秀賞
第40回東日本栃木地区B級本選 優秀賞
《栃木県ジュニアピアノコンクール》
第10回小学校1・2年生の部 最優秀賞（小2）
第11回小学校3・4年生の部 最優秀賞（小3）
第12回小学校5・6年生の部 最優秀賞（小4）

4歳より現在までエマ音楽院にて福田
恭子先生、仲山笑子先生に師事。
第8回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル小学校1・2年生の部 最優秀賞
第9回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル小学校3・4年生の部 最優秀賞
第11回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル 大賞、小学校5・6年生の部 最優秀賞

2002年宇都宮市生まれ。
3歳よりヤマハ音楽教室に通い始める。
7歳からグループレッスンと合わせて
ピアノ個人レッスンも始める。
第11回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル中学生の部 最優秀賞
ヤマハ音楽教室にて大森有美子先生に
師事。
現在、阿久津佐智先生に師事。

佐藤 はな
Hana Sato

第11回栃木県ジュニアピアノコンクール
小学校1･2年生の部 最優秀賞

平山 滉一朗
Koichiro Hirayama

第11回栃木県ジュニアピアノコンクール 小学校3・4年生の部 最優秀賞
第12回栃木県ジュニアピアノコンクール 小学校5・6年生の部 最優秀賞

鈴木 花英
Hanae Suzuki

第11回栃木県ジュニアピアノコンクール
大　賞

小学校5･6年生の部 最優秀賞 髙津戸 来瞳
Kurumi Takatsuto

第11回栃木県ジュニアピアノコンクール
中学生の部 最優秀賞

3歳からピアノを習い始める。
第41回ピティナ・ピアノコンペティションＡ
1級東日本栃木地区本選 奨励賞
第19回ショパンコンクール in Asia 埼玉地区大
会小学1・2年生部門 金賞 全国大会出場予定
第12回栃木県ジュニアピアノコンクール
小学校1・2年生の部 最優秀賞
第40回栃木県学生音楽コンクールピアノ
小学校低中学年 第4位
現在、黒崎梨絵先生・仲山笑子先生に師事。

2歳からヤマハ音楽教室に通い始め、6
歳から個人レッスンも始める。
現在、ジュニア専門コース5年に在籍。
第41回ピティナ・ピアノコンペティ
ションＢ級栃木地区本選 優秀賞
第11回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル小学校3・4年生の部 優秀賞
第12回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル小学校3・4年生の部 最優秀賞
現在、山本奈奈香先生に師事。

6歳からエマ音楽院にてピアノを習い
始める。
第35回ピティナ・ピアノコンペティショ
ンA1級東日本栃木地区本選 優秀賞
第4回日本バッハコンクール全国大会出場
第10回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル小学校5・6年生の部 最優秀賞
第12回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル中学生の部 最優秀賞
現在、望月佳代先生、仲山笑子先生に師事。

3歳よりピアノを始める。
第38回学生音楽コンクール中学生の部 
第3位
第40回学生音楽コンクール高校生の部 
第3位
第12回栃木県ジュニアピアノコンクー
ル高校生の部 最優秀賞受賞
第1回足響スプリングコンサートでコ
ンチェルトのソリストを務める。
現在、日向野由佳子先生に師事。

枝川 泰陽
Taiyo Edakawa

第12回栃木県ジュニアピアノコンクール
小学校1･2年生の部 最優秀賞

小松 凌太
Ryota Komatsu

第12回栃木県ジュニアピアノコンクール
小学校3・4年生の部 最優秀賞

小森 悠歌
Yuka Komori

第12回栃木県ジュニアピアノコンクール
中学生の部 最優秀賞

山中 梨里花
Ririka Yamanaka

第12回栃木県ジュニアピアノコンクール
高校生の部 最優秀賞

千葉県出身。東京音楽大学器楽専攻 ピアノ演奏家コース卒業。現在、同大学院音楽研究科 修士課程2年在学中。2010年、
ASIA International Piano Academy & Festival with Competition in Koreaにて金賞。2015年、第39回ピティナ・ピアノコ
ンペティション特級銅賞。渡邊一正指揮、東京シティフィルハーモニック管弦楽団と共演。2017年、第6回せんがわピアノ
オーディションにて優秀賞。第2回ボルツァーノ ピアノフェスティバル（イタリア）にて第1位。Walter Ratzek指揮 、
Philharmonic Wind Orchestra "Claudio Monteverdi "と共演。第22回コンセール・マロニエ21 にて第1位。これまでに、木
曽真奈美、藤代のりこ、秋山徹也、鈴木弘尚、吉田友昭、土田英介の各氏に、現在、播本枝未子、海瀬京子、西巻正史、島田彩乃
の各氏に師事。

山下 裕賀
Hiroka Ymamashita

第21回コンセール・マロニエ21　声楽部門 第１位

メゾ・ソプラノ /


