
年度 回 部門 氏名
オーボエ 宮﨑　琴望
ソプラノ 小市　和音
フルート 西村　元気
ピアノ 西川　真衣
ヴァイオリン 馬場　萌枝
クラリネット 石尾　きらら
マリンバ 尾下　香織
ファゴット 杉野　萌衣
ソプラノ 谷川　聖
ピアノ 中村　卓士
チェロ 村田　静菜
フルート 本多　史佳
フルート 本多　史佳
ピアノ 西　真里奈
クラリネット 石尾　きらら
トランペット 守永　理代菜
ピアノ 中條　響
ヴァイオリン 冨田　夏帆
ホルン 福田　萌
ピアノ 前田　将汰
フルート 松井　郁乃
ピアノ 山口　紗弥
サクソフォーン 大谷内　凛平
トランペット 田島　侑佳
ピアノ 林田　明子
ソプラノ 久保　智美
ピアノ 梅野　衣央梨
ホルン 足立　歩
サクソフォーン 鍋倉　彩花
ピアノ 円能寺　美恵
ソプラノ 内　夏美
ヴァイオリン 宮本　侑昴
ソプラノ 來崎　寛未
メゾソプラノ 古賀　真澄
クラリネット 斉藤　淳哉
トロンボーン 坂下　未紗
ピアノ 平　美織
ピアノ 出口　優花
テノール 吉住　基暉
ハープ 蓮田　美和
フルート 松尾　優花
ホルン 﨑戸　碧
ピアノ 坂口　芙奈
ピアノ 円能寺　美恵
ピアノ 山下　賢裕
ピアノ 山﨑　敦子
ピアノ 床井　里帆
ピアノ 朝長　真矢
メゾソプラノ 瀬尾　玲奈
トランペット 菅家　琴
クラリネット 大橋　理渚
フルート 落　友恵
マルチパーカッション 堀本　真美愛
ソプラノ 木本　真唯子
ピアノ 藤田　健夫
ピアノ 吉川　真珠子
トランペット 小杉　萌
オーボエ 浦脇　健太
ピアノ 宮崎 祐
ハープ 蓮田　美和
サクソフォーン 江口　里穂
ヴァイオリン 松本　さくら
フルート 岩崎　梓
マリンバ 松田　康介
ヴィオラ 岡本　誓志
フルート 近田　智
ソプラノ 大杉　仁美
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 表　亜由美

31 47
令和元（２０１９）年６月２９日（土）

とぎつカナリーホール
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開催日・会場

平成２７（２０１５）年７月１１日（土）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成２８（２０１６）年７月９日（土）
アルカスSASEBO中ﾎｰﾙ

平成２９（２０１６）年６月２４日（土）
とぎつカナリーホール

平成３０（２０１８）年６月１６日（土）
アルカスSASEBO中ﾎｰﾙ

令和
３

48
令和３（２０２１）年６月１３日（日）

とぎつカナリーホール



年度 回 部門 氏名開催日・会場
オーボエ 水落　理子
ピアノ 池田　実世
ピアノ 菊田　光紀
サックス 岩田　偉
ソプラノ 堤　眞利絵
ピアノ 小田　弓華

26 42
平成２６（２０１４）年７月１２日（土）

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ハープ 迎　菜保美
オーボエ 戸田　雄太
クラリネット 坂口　裕司
ソプラノ 富永　珠未
トロンボーン 山下　純平
ピアノ 富田　理紗
マリンバ 山口　嘉成
ピアノ 下峰　優依
ピアノ 田原　綾奈
カウンターテナー 増田　勇人
ヴァイオリン 芹田　碧
ソプラノ 瀬尾　みどり
ソプラノ 田中　ひかる
ピアノ 木村　友美
ピアノ 辻田　千尋
ピアノ 岩本　拓郎
ピアノ 飯島　那咲
クラリネット 田中　聡子
クラリネット 小田　智子
チェロ 西本　琢人
ヴァイオリン 時津　仁美
ギター 松永　知子
ソプラノ 網永　悠里
ソプラノ 二枝　由衣
ピアノ 藤田　健夫
ピアノ 宮崎　若菜
ピアノ 小形　千恵
ピアノ 野澤　彩子
トロンボーン 高木　まみ
ｵｰﾎﾞｴ 西川　千穂
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 森山　宙香
ヴァイオリン 宮﨑あずさ
ギター 吉岡　恵
マリンバ 出口　鮎美
ピアノ 平本　晴子
ピアノ 坂本　友香
ピアノ 鶴見サユリ
ホルン 髙尾　佳史
フルート 猿渡　桃子
テューバ 古賀隼之介
ソプラノ 土橋　友美
ソプラノ 滝川　祐加
ソプラノ 吉田　明美
ピアノ 安部まりあ
ピアノ 本山あきな
ソプラノ 下川寿々奈
バリトン 横山　浩平
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 古賀菜々子
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 金井　基泰
クラリネット 大石　あや
ヴィオラ 小林　知弘
コントラバス 井手永孝介
ピアノ 宮本　絵理子
ヴァイオリン 芹田　　碧
ソプラノ 大谷　祐子
テューバ 富田　篤史
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 山口さやか
ヴァイオリン 松浦　知佳
ピアノ 高橋　佳里
ヴァイオリン 入戸野秀美
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 本多　勇己
ピアノ 窪田　脩子

22 38

21 37

3620
平成20（２００８）年５月３１日（日）

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

25 41

23 39

24 40

平成23（２０１１）年６月３日（金）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成24（２０１２）年７月７日（土）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成2１（２００９）年６月２０日（土）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成22（２０１０）年５月２９日（土）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成２５（２０１３）年６月８日（土）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ソプラノ 山口　律子
ソプラノ 川﨑　絵里子
ソプラノ 吉田　瞳
バリトン 西田　祐樹
ピアノ 永田　美音
ピアノ 森　あづみ
ピアノ 樋上　裕子
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 高石　浩貴
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 濵口　知紗子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 田中　南美
フルート 田邊　亜子
ピアノ 松尾　仁美
トロンボーン 前田　紘孝
ピアノ 吉田　智子
ソプラノ 永渕　邦佳
フルート 永留　結花
ピアノ 中島　さゆり
ギター 谷川　英勢
ソプラノ 矢野　初実
ピアノ 向井　静香
ソプラノ 島田　真由美
ギター 横川　直美
ピアノ 相良　陽子
ソプラノ 中上　亜紗子
ピアノ 中邨　菜穂
ソプラノ 塚原　絢
ヴァイオリン 藤木　修爾
フルート 佐々　静香
ソプラノ 勝山　藍
ピアノ 樋脇　優子
ソプラノ 吉川　友理
ピアノ 楠本　緑
ギター 近藤　史明
ソプラノ 長友　裕美
ヴァイオリン 中西　弾
ピアノ 大野　陽子
ソプラノ 森　朋子
ハープ 朝永　侑子
ソプラノ 古田　梨紗
ピアノ 菅　奈津子
フルート 山口　弥生
ソプラノ 土田　衣都美
ピアノ 村松　有貴江
ギター 松永　知子
ソプラノ 松下　知子
ヴァイオリン 垣内　美陽
ソプラノ 迫田　奈津子
ピアノ 岩井　智宏
ピアノ 青田　江美子
テノール 森山　達郎
フルート 松田　さや香
ピアノ 渡辺　麻里絵
ソプラノ 髙橋　奈美

第１４回長崎県民文化祭「長崎県新人発表演奏会第３０回記念演奏会」
（平成１４年１１月３０日・シーハットおおむら　さくらホール）
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15 31

16 32

19 35

18 34
平成１８（２００６）年５月２０日（土）

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成１９（２００７）年５月１３日（日）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成１５（２００３）年６月２０日（金）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成１６（２００４）年６月２５日（金）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール

平成１７（２００５）年６月２４日（金）
長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ大ホール



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ギター 原　良輔
ソプラノ 岩本　留美
ホルン 原田　理香
ソプラノ 納富　景子
ピアノ 白石　あかね
ピアノ 森　亜希子
ピアノ 吉田　麻衣子
ヴァイオリン 川口　淳子
ソプラノ 内田　杏子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 馬場　響子
ソプラノ 長島　由佳
ピアノ 太田　亜希子
ソプラノ 田中　由季
ソプラノ 平山　香奈枝
ソプラノ 庄司　綾香
チェロ 下田　直子
ピアノ 西山　久美子
ピアノ 朝重　幸子
ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ 濱口　勝治
ピアノ 田中　真紀
ピアノ 霜川　まゆ子
ソプラノ 久野　恵理
ソプラノ 原　綾乃
ソプラノ 牧野　由美
ﾊﾞﾘﾄﾝ 大石　洋史
ｻｸｿﾌｫｰﾝ 吉田　健介
ピアノ 宮本　恵
ピアノ 江川　敦子
ギター 田川　廣之
ピアノ 佐竹　典子
ピアノ 森田　真帆
ﾊﾞﾘﾄﾝ 加藤　賢紀
ソプラノ 坂上　早苗
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 須藤　真理子
ピアノ 中原　久美子
ピアノ 一ノ瀬　佳絵
ソプラノ 荒木　由季
ピアノ 中間　葉子
ソプラノ 武富　美和
ピアノ 川渕　うづき
ピアノ 柳井　知子
ソプラノ 松村　季立子
ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ 市瀬　紀和子
ピアノ 樋口　梨絵
ピアノ 小松　千津
ソプラノ 尾崎　由佳
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 山田　芳美
ピアノ 柴原　薫
ソプラノ 荒木　孝子
ソプラノ 北川　久美
ピアノ 坂本　知栄子
ヴァイオリン 福田　千里
ソプラノ 原　さとみ
ピアノ 小泉　由紀

第９回長崎県民文化祭　新人発表演奏会　２５周年記念コンサート
（平成９年１１月３日・長崎市民会館文化ホール）
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平成１０（１９９８）年６月２６日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成１１（１９９９）年６月１８日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成１２（２０００）年６月１６日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成１３（２００１）年６月２２日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成１４（２００２）年６月２１日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ギター 佐藤　純子
ソプラノ 高原　佐喜子
ピアノ 山下　昌湖
ソプラノ 樋渡　千晴
ピアノ 浦川　あゆみ
ピアノ 成瀬　まゆみ
ソプラノ 石田　ゆかり
ピアノ 田中　康代
ソプラノ 山口　美由紀
ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ 白水　大介
フルート 浜砂　由美子
ピアノ 森　裕紀子
ピアノ 武富　京子
ヴァイオリン 末續　聡子
ソプラノ 木村　奈美
ソプラノ 本村　福美
ギター 平戸　健吉
テノール 加々良　弦
ソプラノ
ピアノ 井上　豊太
ピアノ 溝上　智子
ソプラノ 藤永　和美
ソプラノ 原　美穂
ソプラノ 永安　淑美
ソプラノ 尼崎　裕子
ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ 田中　亜矢子
フルート 小林　利美
ｵｰﾎﾞｴ 市原　隆靖
ピアノ 山口　亜依子
ピアノ 長谷川　愛
ピアノ 関　由紀子
ピアノ 木場　滝子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 久松　多美恵
ピアノ 五十嵐　あい
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 小林　美恵
ｵｰﾎﾞｴ 植松　史子
ピアノ 水野　由紀子
ソプラノ 吉田　満佐子
ピアノ 久松　由美子
ソプラノ 森　薫
ヴァイオリン 松川　裕子
ピアノ 原田　美和
ソプラノ 水島　美希子
ピアノ 清島　美千代
ソプラノ 松尾　淑子
ピアノ 津田　圭代
ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ 松永　憲二
ヴァイオリン 田中　愛
ソプラノ 星野　利（恵里）
ピアノ 草場　昭子
ソプラノ 前岳　良子
ピアノ 堀田　真理

ピアノ 七種　菜穂子
ソプラノ 米倉　美保
ピアノ 横山　久美
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 松尾　ますみ
ピアノ 大島　晶子
ギター 橋口　武史
ピアノ 川崎　恵
ソプラノ 蓮本　法子
ピアノ 野見山　周子
ソプラノ 古田　あおい

平成４（１９９２）年６月１２日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成５（１９９３）年６月２５日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

6 22

9 25

8 24

5 21

4 20

２０周年記念演奏会「九響とながさきの演奏家たち」
（平成４年１１月２３日・長崎市公会堂）

7 23

平成６（１９９４）年６月２４日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成７（１９９５）年６月１６日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成８（１９９６）年６月１４日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成９（１９９７）年６月２７日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ピアノ 飴谷　由紀子
ヴァイオリン 浦島　優子
ピアノ 小溝　明美
ﾊﾞｽ・ﾊﾞﾘﾄﾝ 安藤　善克
ピアノ 梶山　郁子
フルート 柿﨑　ともみ
ソプラノ 上田　桂子
ピアノ 長田　明美
ソプラノ 川野　奈美
ピアノ 田中　和子
ギター 坂元　敏浩
ピアノ 光山　喜久子
ソプラノ 日浦　路子
ピアノ 松田　梨香
ヴァイオリン 松尾　千穂
ピアノ 貞松　かおり
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 一ノ瀬　司
ピアノ 倉橋　厚子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 玉河　弘美
ピアノ 山口　恭子
ソプラノ 村岡　弘美
ピアノ 生嶋　光子
フルート 薬師寺　緑
ピアノ 浦　美香子
ソプラノ 廣瀬　仙子
ギター 和田　正之
ピアノ 迫田　明子
ｻｷｿﾎｰﾝ 近重　晋吾
ソプラノ 西本　紗知子
ソプラノ 片岡　由以子
ソプラノ 福地　友子
ピアノ 吉田　真深

ヴァイオリン 脇山　明子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 野川　容子
ピアノ 樋口　久子
フルート 河野　麻里
ピアノ 中村　聖子
ソプラノ 浜崎　あこ
ピアノ 永田　雅彦
ソプラノ 古瀬　由美子
テノール 町田　正純
ピアノ 山田　裕子
ﾌｧｺﾞｯﾄ 小山　大作
ピアノ 松瀬　真由美
ソプラノ 野崎　由美
ピアノ 林　美紀
ソプラノ 志方　美恵子
ヴァイオリン 今村　恵美子
ピアノ 太田　晶子
バリトン 綾部　修
ピアノ 今福　愛子
ソプラノ 渡邊　さくら
ピアノ 松川　美和子
ヴァイオリン 大賀　恵美
ピアノ 松永　恵子
ピアノ 川口　美樹
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 田﨑　静香
ピアノ 髙橋　美穂子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 開　紀子
フルート 海士元　泰子
バス 杉本　達信
ピアノ 高木　さとみ
ソプラノ 大井手　浩子
ピアノ 林田　賢

平成元（１９８９）年６月５日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成２（１９９０）年６月１４日（水）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

平成３（１９９１）年６月１４日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

16

62 15

2 18

元 17

昭和６２（１９８７）年６月１日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和６３（１９８８）年６月３日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

1461
昭和６１（１９８６）年６月２日（月）

長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

3 19

63

１５周年記念演奏会「長崎の調べ　－郷土の演奏家たちはいま－」
（昭和６４年１月１３日・長崎市民会館文化ﾎｰﾙ）



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ギター　 勇　宏明
ピアノ 中村　洋子
ピアノ 奥川　佳織
ソプラノ 笹崎　和子
ピアノ 山道　美和
ソプラノ 豊島　文
フルート 木下　龍弥
ピアノ 長　悦子
ソプラノ 柴山　典子
ピアノ 中谷　寿人
ソプラノ 海保　律子
ギター　 牟田　康一郎
ソプラノ 野崎　美保
ピアノ 林　牧子
テノール 中武　幸嗣
ピアノ 中古賀　敦子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 柳本　昭
ソプラノ 峰　富美子
ソプラノ 水上　幸子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 松本　裕子
ピアノ 梅本　実
ホルン 瀬戸口　仁志
フルート 築城　みか
ソプラノ 宮副　眞紀
ピアノ 渡邊　和子
ソプラノ 高橋　智子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 櫨本　直子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 濱村　教子
ソプラノ 園田　由紀子
ピアノ 村田　実智代
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 西本　文子
ｸﾗﾘﾈｯﾄ 松井　桂子
ヴァイオリン 池田　文子
ソプラノ 山下　敦子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 西　昌子
ピアノ 林　美希
ピアノ 小林　美知子
ギター　 池浦　恒信
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 西村　京子
ピアノ 中村　貴子
ピアノ 磯田　孝子
ソプラノ 岡田　幸江
ソプラノ 嶋田　貴美子
ギター　 井本　由紀子
ピアノ 大神　真佐子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 乙須　道子
ピアノ 古賀　千鶴子
ソプラノ 松下　範子
ピアノ 山下　瑞枝
ソプラノ 安藤　かしづ
ピアノ 山浦　直子

昭和５７（１９８２）年５月３１日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

58 11

59 12

60 13
昭和６０（１９８５）年５月２７日（月）

長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５６（１９８１）年６月１日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

56 9

57 10

昭和５８（１９８３）年６月６日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５９（１９８４）年６月４日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ



年度 回 部門 氏名開催日・会場
ギター　 山下　尚子
ピアノ 一ノ瀬　利子
ソプラノ 柿田　千賀子
テノール 市山　恵一
ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ 志岐　光昭
ソプラノ 生嶋　月子
バリトン 原　卓也
ピアノ 金川原　佳子
ソプラノ 頴原　亜黄子
ピアノ 藤原　葉子
ギター　 川副　源太郎
ソプラノ 菊谷　美弥子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 森永　朝子
ソプラノ 中畑　久美子
フルート 野崎　和宏
ピアノ 吉田　育英
ピアノ 鳥海　啓子
ピアノ 南野　温子
ギター　 大坪　憲司
ピアノ 山田　洋子
ソプラノ 平田　晶子
ピアノ 川鍋　朋子
ピアノ 藤　京子
ソプラノ 渋田　靖子
ピアノ 立石　照子
声楽 馬場　富美子
ピアノ 小田　理枝
ギター　 山下　和仁
ピアノ 島田　美子
ピアノ 大坪　淑子
ピアノ 大宮　明佳
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 谷山　順子
ピアノ 池山　裕子
ピアノ 盛田　敦子
ギター　 田中　洋一
ソプラノ 橋本　恵美子
ヴァイオリン 浦　麻木雄
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 細川　道子
ピアノ 城　澄枝
クラリネット 山元　圭子
ソプラノ 小松　洋子
ピアノ 生三　恵子
ソプラノ 稲垣　和代
フルート 吉野　良介
ギター　 土橋　重明
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 佐藤　寿子
ピアノ 山口　恩実
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 渡　園子
トランペット 洗川　英之
ヴァイオリン 一ノ瀬　隆
バス 峰　茂樹
ピアノ 加藤　栄子
ソプラノ 田中　久美子
声楽 松尾　敏昭
ピアノ 西郷　真理子
ソプラノ 林　厚子
声楽 平野　耕造
ソプラノ 鳥越　由美子
ソプラノ 松永　美智子
ピアノ 峰　涼子
チェロ 本田　實
ヴァイオリン 一ノ瀬　博
ソプラノ 松浦　睦子
メゾｿﾌﾟﾗﾉ 東町　博子
ピアノ 安田麻知子
ピアノ 酒井　良子

54 7

53 6

昭和５４（１９７９）年５月１８日（金）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５５（１９８０）年５月１９日（月）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

55

52 5

51 4

47 1

48 2

50 3

8

昭和４８（１９７３）年２月１０日
NBCビデオホール

昭和４９（１９７４）年３月２３日（土）
NBCビデオホール

昭和５０（１９７５）年５月１７日（土）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５１（１９７６）年５月１９日（水）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５２（１９７７）年５月１５日（日）
長崎市民会館文化ﾎｰﾙ

昭和５３（１９７８）年５月２４日（水）
長崎市公会堂


