
 

♪第 14 回ベーテンコンクール 地区大会 

課題曲コース 小学３.４年生部門 

銀賞          アナン ナヴィヤ亜朱梨 

 

♪アルカス ジュニアピアノコンクール 2020 本選 

小学 1.2年生部門 

優秀賞       中森 真凜 

     

♪ブルグミュラー コンクール 2020 年 ファイナル 

神戸大会 小学 1.2年生部門 

銀賞          小川  詢ノ介     

 

神戸大会 小学５.６年生部門 

金賞             猶原 穂波 

 

 



 

♪第 14 回ベーテンコンクール 本選 

課題曲コース 小学 1.2年生部門 

銅賞          水野 景都 

★地区大会に選出されます。 

課題曲コース 小学３．４年生部門 

銀賞          山本 菜々華 

★地区大会に進出されます。 

銅賞          曽田 萌々香 

★地区大会に進出されます。 

銅賞          浅田 結子 

★地区大会に進出されます。 

♪ブルグミュラーコンクール 2020 年 

神戸大会 西宮１地区 小学 1.2年生部門 

優秀賞＋川本ピアノ賞   小川 詢ノ介     

    ★ファイナルに進出されます。 

神戸大会 西宮２地区 小学１．２年生Ａ部門 

奨励賞          水野 景都 

★ファイナルに進出されます。 

神戸大会 西宮２地区 小学 5．6年生Ａ部門 

優秀賞          猶原 穂波 

★ファイナルに進出されます。 

 

 



 

♪2020 年グレンツェンピアノコンクール予選 

小学１．２年生部門 Ａコース 

準優秀賞        浅田 舞子 

★本選に進出されます。 

 

♪第１４回ベーテンコンクール 本選 課題曲コース 

小学３．４年生部門 

銀賞        アナン ナヴィヤ亜朱梨 

★地区大会に進出されます。 

 

♪アルカス ジュニアピアノコンクール 2020 予選 

小学１．２年生部門 

優秀賞        中森 真凛     

    ★本選に進出されます。 

小学３．４年生部門 

奨励賞        アナン ナヴィヤ亜朱梨 

 

      

 



 

♪第１４回ベーテンコンクール 予選 課題曲コース 

小学 1．2年生部門 

銀賞        水野 景都 

小学３．４年生部門 

銀賞        アナン ナヴィヤ亜朱梨 

銀賞        曽田 萌々香 

銅賞        浅田 結子 

銅賞        山本 華々華 

★本選に進出されます。 

 

♪第２９回グレンツェンピアノコンクール 

大阪地区本選 

小学３．４年生 A部門 

準優秀賞        猶原 穂波     

            

♪第１３回ベーテン音楽コンクール全国大会（東京） 

高校生 自由曲部門 

ベスト３０入賞    川島 理莉子      

 



 

♪第１３回ベーテン音楽コンクール 

近畿地区大会 

小学３．４年生 課題曲部門 

銀賞     志儀 莉音      

           ★受賞者記念コンサートの出演権を獲得されました。 

♪第２９回グレンツェンピアノコンクール 

神戸地区本選 

小学１．２年生 A部門 

優秀賞     今村 惺美     ★近畿大会に進出されます。 

♪アルカス ジュニアピアノコンクール 2019 本選 

小学１．２年生部門 

アルカス賞    小川 詢ノ介 

小学 5．6年生部門  

第３位       多田 百花  

        ★ウィナーズコンサートに出演されます。 

♪第３６回 JPTA ピアノ・オーディション 

関西 ＪＩ部門 

奨励賞    アナン ナヴィヤ亜朱梨      

奨励賞    小川 詢ノ介 

 



 

♪ブルグミュラーコンクール ２０１９ 

大阪大会 梅田地区 

小学１．２年 Ａ部門 

優秀賞    北川 賢悟      ファイナルに進出されます。 

奨励賞    水野 景都 

 

小学３．４年 Ｂ部門 

優秀賞    猶原 穂波      ファイナルに進出されます。 

 

中学生部門 

努力賞    倉井 萌由 

 

神戸大会 東神戸地区 

小学１．２年 Ａ部門 

優秀賞    山本 菜々華   ファイナルに進出されます。 

 

小学３．４年 Ａ部門 

奨励賞    曽田 萌々香 



 

♪第１３回ベーテンコンクール 本選 

課題曲コース ３．４年部門 

銀賞    志儀 莉音      地区大会に進出されます。 

 

♪アルカスジュニアピアノコンクール 2019 予選 

小学１．２年部門 

優秀賞    小川 詢ノ介    本選に進出されます。 

奨励賞    中森 真凛 

 

小学３．４年部門 

優秀賞    香川 璃子    本選に進出されます。 

 



 

♪第１３回ベーテンコンクール 予選 

課題曲コース ３．４年部門 

銅賞    志儀 莉音      本選に進出されます。 

 

♪第２９回兵庫県学生ピアノコンクール 

<東神戸>小学１．２年生 

銀賞    中森 真凛     

銅賞    今村 惺美 

 

♪第２９回グレンツェンコンクール<神戸大会> 

小学１．２年生 B部門 予選 

準優秀賞    今村 惺美       本選に進出されます。 

 

♪第２９回グレンツェンコンクール<大阪大会> 

小学３．４年生 A部門 予選 

優秀賞    猶原 穂波       本選に進出されます。 

 

 

 



 

♪第２４回ヤマハピアノフェスティバル in 茨木 

      プライマリー部門 小学１．２年生の部 

奨励賞    中津 寛人       

         優秀賞    山本 菜々華 

 

♪第２８回グレンツェンピアノコンクール近畿地区大会 

幼児 A部門  

優秀賞    小川 詢ノ介 

 

幼児 B部門  

優秀賞    中森 真凛 

 

中学生 A部門  

準優秀賞    藤本 愛海 

 

 

 

 


