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文化スポーツ推進課 石田 恵子 
文化会館 

館長 山本 修一 
（0836）71-1000 

件名 
令和４年度山陽小野田市主催文化事業 

｢第２６回山陽小野田市ピアノマラソン大会｣を開催しました 

内   容 

「第２６回山陽小野田市ピアノマラソン大会」を８月１９日(金)から２１日(日)

まで不二輸送機ホールで開催しました。 

以下のとおり、大会結果をお知らせいたします。 

 

１ 参加者数   ２８７組３０２名 

 

２ 総演奏時間  １０時間４７分３３秒 

 

３ 各賞受賞者  ◎ピアノマラソン大賞 

<各グループのピアノマラソン賞受賞者の中から１名選出> 

Ｃグループ 河村 歩実  川上中 １年 

 

◎ピアノマラソン賞 ＜各グループ１名（組）＞ 

Ａグループ 平岡 成珠  黒石小 ５年 

Ｂグループ 白石 拓己  黒石中 １年 

Ｃグループ 河村 歩実  川上中 １年 

Ｄグループ 志田 優佳  厚陽小 ６年 

Ｅグループ 原田 侑奈  高千帆小 ４年 

Ｆグループ 大田 華菜 

 大田 明子 

Ｇグループ 柴田 莉央  厚狭小 ５年 

Ｈグループ 松屋 響   萩光塩学院幼 年長 

Ｉグループ 平尾 青大  学生 

 

◎ベストファイト賞 ＜各グループ２名（組）＞ 

Ａグループ 大田 百花  山口中央高 ２年 

      福山 美笛  埴生中 １年 
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Ｂグループ 白土 花奈  下関西高 ２年    

      白土 隆太郎 慶進中 ３年 

      田村 素野果 静岡大 ３年 

Ｃグループ 平尾 恵惟  慶進中 １年 

      河村 卓弥  川上小 ４年 

Ｄグループ 山本 彩華  大学 ２年 

      八木 音羽希 富田東小 ４年 

      八木 成桜 

Ｅグループ 原田 晃成  高千帆小 ２年 

      髙橋 歩和  文関小 ４年 

Ｆグループ 田中 心彩奈 高千帆小 ６年 

      藤井 結菜  小野田中 ２年 

Ｇグループ 古谷 真菜実 高千帆中 ３年 

      山本 智久  慶進中 １年 

Ｈグループ 松屋 奏   椿西小 ４年 

      久永 紬 

Ｉグループ 池本 知歩乃 厚狭小 ３年 

      中村 美穂 

 

◎がんばったで賞 ＜各グループ２名（組）＞ 

Ａグループ 河野 真緒  宇部総合支援学校高等部 ３年 

川上 公志郎 

Ｂグループ 佐々木 純伶 慶進高 １年 

      奥原 彩椰  長府高 ２年 

Ｃグループ 山田 将輝  小野田中 ３年 

      藤井 佑奈  山口大 ２年 

Ｄグループ 窪木 五郎  

      横田 芽依  豊浦小 ３年 

Ｅグループ 杉野 元紀  システムエンジニア 

      星野 由美恵 会社員 

      星野 日菜  宇部フロンティア大付香川高 ２年 

Ｆグループ 香川 咲空  東部中 １年 

      藤井 陽平  会社員 

Ｇグループ 増冨 綾美  厚狭中 １年 

      田中 海帆  安岡小 ５年 

Ｈグループ 花本 莉菜  厚狭中 ２年 

      河﨑 凪太  高千帆中 １年 
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Ｉグループ 大野 恵子 

  田中 好美 

      山田 舞弥  小野田小 ６年 

 

◎ｔｙｓテレビ山口賞 ＜各グループ１名＞ 

Ａグループ 井上 結菜  高千帆小 ４年 

Ｂグループ 久保 侑大  恩田小 ２年 

Ｃグループ 河内 杏奈  小学 ２年 

Ｄグループ 福山 耕平  清末幼 年長 

Ｅグループ 松永 莉桜  石井手保 年長 

Ｆグループ 平岡 瑚子  宇部フロンティア大付幼 年長 

Ｇグループ 大西 由凌  黒石小 ６年 

Ｈグループ 内田 皇冴  宇部鴻城附幼 年長 

Ｉグループ 田村 真維  高千帆小 ５年 

 

4 連続出場人数（５回連続出場ごとに表彰） 

２５回連続（第２回大会から連続） 該当なし 

２０回連続（第７回大会から連続） １名 

         １５回連続（第１２回大会から連続）該当なし 

         １０回連続（第１７回大会から連続）８名 

          ５回連続（第２２回大会から連続）１６名 

 

５ 問い合わせ 不二輸送機ホール 

TEL（0836）71-1000 FAX（0836）71-1002 

※休館日：第 1・3火曜日 

FAX発信者：山陽小野田市企画部シティセールス課  

電話（0836）82-1148 FAX（0836）83-9336 
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