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会場/熊本市健軍文化ホール
受賞者ガラコンサート

熊本アートフェスティヴォ！第7回 第8回 第9回熊本環水
P R E S E N T S

第7・8回 チャレンジ部門
３/４Sat.
開場 10:30  開演 11:00
終演予定 13:00　MC本田みずえ

第7・8回 一般部門
開場 15:30  開演 16:00
終演予定 19:00　MC本田みずえ

終演予定 17:00　MC冨田浩二

※未就学児入場可（無料：入場にはチケットが必要です。）

前売り 1,000 円 （当日 1,500 円）

前売り 500 円 （当日 800 円）

一  般

高校生以下

※未就学児入場可（無料：入場にはチケットが必要です。）

３/４Sat.

第9回 音楽部門
　　　パフォーマンス部門

３/5 Sun.
開場 13:30  開演 14:00

前売り 1,500 円 （当日 2,000 円）

前売り 1,000 円 （当日 1,200 円）

一  般

高校生以下

※未就学児入場可（無料：入場にはチケットが必要です。）

前売り 1,500 円 （当日 2,000 円）

前売り 1,000 円 （当日 1,200 円）

一  般

高校生以下



第7・8・9回 受賞者ガラコンサート 出演者紹介

大賞

廣畑 湧亮
2003年生まれ。熊本県出身。第19回ありあけジュニアピアノコンクール西日本新
聞社賞受賞、第32回九州ピアノコンクール最優秀賞、併せて西日本新聞社賞受
賞、第42回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール第4位受賞。これまでにピア
ノを光永育氏に師事。熊本学園大学付属高校を経て、東京藝術大学音楽学部器
楽科ピアノ専攻1年在学。有森博氏に師事。

第７回
チャレンジ
部門

聴衆賞

竹原 圭紀
熊本県出身。熊本県立熊本北高校卒業。
これまでにテューバを久我裕光、次田心平、荻野晋の各氏に師事。
第43回全九州高等学校音楽コンクール金管楽器部門金賞。
第24回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト高校生部門優秀賞。
現在、東京音楽大学３年在学中。

第７回
チャレンジ
部門

聴衆賞

下司 愉宇起
童謡からオペラ、ポップス、ミュージカルナンバーに至るまでレパートリーは幅広い。
心の琴線に触れる歌を目指し日夜研鑽中。2017年熊本で初のリサイタル。2019
年熊本オペラ芸術協会公演ミュージカル「砂浜のエレジー～肥後の石工恋唄（出
田敬三作曲）」主演。同作品が市民財団奨励賞・熊本県芸術文化祭奨励賞受賞。 
熊本マリスト学園中学校、熊本市立必由館高校(１期生)を経て、東京藝術大学卒
業。ハリウッド大学院（日本・修士）修了。

第７回
一般部門

特別賞

トリセガV
2014年結成のピアノトリオ Trio-Seagalにtrumpet・saxophoneが加わり、2019
年より TORISEGA V として活動開始。主な楽曲は倉本圭志作曲。ジャンルレス
な音楽性を持ち寄り、オリジナル・カバー他、様 な々楽曲をアレンジして演奏する。
trumpet倉本圭志、saxophone山﨑明、piano小野田美緒、contrabass森本克
明、drums&percussion西田義伸

第７回
一般部門

大賞

王 怡
中国の遼寧省出身です。４歳からバイオリン、６歳から二胡界の至宝、趙寒陽氏ら
９人の国家一級演奏家に師事しました。1３歳の時に、中国二胡検定試験１０級、
遼寧師範大学で全中国高級二胡老師免許を取得しました。 学卒後、中国の紅白
歌合戦出演等、メディア及び中国各所で演奏活動中に、日中文化交流の一環で
日本に訪れた際、すっかり日本のとりこになりました。日中友好協会会員。

第７回
一般部門

大賞

牛島 のりこ
熊本県熊本市出身。6歳からピアノを始める。
2012年頃まで7年間ほどピアノから離れていたが音楽家としての道を諦めきれず再びピアノを学
び直すことを決意。
現在ピアニストとして熊本を拠点に、各種イベントでのゲスト演奏、ライブ、ツアー、メディア出演
等熊本内外でも活動。ソロからサポート、ジャンルもクラシックをはじめ映画音楽、ポップスなど
多方面に亘る。
ソロ演奏活動以外にもクラシックからポップスまで様々なアーティストのサポートも務める。
2020年1stアルバム『ALBUM』をリリース。
2022年2ndアルバム『HIKARI』をリリース。

第８回
一般部門

特別賞

Chika
熊本県天草出身。天草市在住。天草市を拠点に、演奏活動や講師活動を行なっ
ている。2018年に 「楽しい鍵盤ハーモニカ 教室CHIKA」 を開講し、講師を務め
る。鈴木楽器製作所のSUZUKIケンハモ認定講師を取得。また、自身のオリジナル
楽曲の制作や、地元企業のCM音楽制作をするなど、作曲活動もしている。熊本県
立劇場公式YouTubeチャンネル「ケンゲキアートチャンネル」、天草市民センター
YouTubeチャンネル「ステージアート発信チャンネル」にて演奏動画配信中。

第８回
一般部門

聴衆賞

松尾 凌汰
ルーテル学院高等学校卒業。平成音楽大学音楽学部音楽学科管弦打楽コース(フルート)卒業。
同大学卒業演奏会出演。第27回熊本県高等学校管打楽器独奏コンクール 金賞及び優秀賞。第
31回SHOBI高校生ソロコンテスト本選 優秀賞。第10回JBAソロコンテスト熊本県大会 金賞及び
熊本県代表、九州大会 銀賞。熊本県吹奏楽連盟より功労賞授与。平成27年度長洲町表彰 特別
功労賞授与。第29回すみれ会音楽コンクール 優秀賞(第2位)。第46回大分県音楽コンクール 第
2位(第1位該当者なし)。平成30年度熊本市健軍文化ホール音楽アーティスト。公益社団法人「小
さな親切」運動本部より実行章授与。第26回宮日音楽コンクール 入選。日本フルート協会関西部
会主催「第45回フルート新人演奏会」出演。ヤマハ ミュージックジャパン主催「第35回ヤマハ管楽
器新人演奏会」出演。フルートを山口 邦子氏に師事。 現在、長洲町立腹栄中学校で教鞭を執る。
ピアノ伴奏:山本 祐歌

第８回
一般部門

南部 真歩
熊本県出身。ルーテル学院高等学校芸術コース卒業。現在、東京音楽大学に在
学中。第31,32回熊本県高等学校管打楽器独奏コンクール金賞、第43回全九州
音楽コンクール熊本県代表選考会優秀賞、第29回日本クラシック音楽コンクー
ル本選優秀賞、第52回熊日学生音楽コンクール優良賞、2020年度熊本県高等
学校文化連盟文化功労賞、 ルーテルアートアカデミー賞、第32回すみれ会音楽
コンクール福岡市長賞受賞。

大賞・聴衆賞

第８回
チャレンジ
部門

特別賞

よーへー
熊本の阿蘇出身。弾き語りでオリジナルソングを歌ってます。
ウエディングソングや感謝の歌、時には悲しい歌まで。
常に大きな舞台を目指して、もっと多くの人に聴いてもらいたい。
そんな能天気でハッピーなよーへーをよろしくお願いします!

第８回
チャレンジ
部門

聴衆賞

タムタイム
1988年設立。熊本市北区龍田にスタジオを置くコンテンポラリージャズダンスス
タジオ。2歳から88歳の生徒が在籍。ジャズ、ヒップホップ、コンテンポラリー、K 
POPチアダンス、演劇、ボディメンテナンスなどの多彩なクラスを展開している。
火の国サラマンダーズ公式チアダンススクール。

第９回
パフォーマンス

部門

特別賞

読みガタラー しんしゆか
劇団文芸座（富山）で10年の演劇活動後、演劇理論を学ぶため早稲田大学演劇
科へ。卒業後は演劇やダンスの舞台に立つ。名倉ジャズダンススタジオでジャズダ
ンスを、パントマイムを元が～まるちょばのケッチに師事。2004年熊本に転居後、
城彩苑湧々座（現：わくわく座）元役者＆MC、博多座など舞台出演多数。
読みがたりをエンターテインメントにしたい！ と、演劇的なおもしろ楽しい“魅せる
読みがたり”で活動中！愉快なひとときを過ごしましょう！

第９回
パフォーマンス

部門

大賞

Dad-a-LOCA
2015年、トランペット2、ホルン、トロンボーン、テューバの金管五重奏にパーカッシ
ョンと、キャラクター（ロカ君）で構成される。日本人なのか、外人なのか、一体誰な
のかというトークも交えながら、子ども達に音楽にコンサートに親しみを持っても
らえるよう「おふざけ大好きなおじさん達」が愉快なコンサートを繰り広げます。
これまでに、小学校・幼稚園・保育園でのスクールコンサートや地域のまつりなど
各種イベントでの活動を行なっている。

第９回
パフォーマンス

部門

聴衆賞

音屋～Oto-ya～
熊本県出身。2022年4月結成。太鼓に限らず篠笛やダンスなどを取り入れた個性
豊かな音楽ユニット。主な活動は、イベントでの演奏やSNSでの発信。「心に響く
演奏を届けたい」そんな想いで日々稽古をし、より多くの方に届けられるよう活動
の幅を広げています。エネルギー溢れる音屋をどうぞよろしくお願いします！

第９回
音楽部門

黒田 稜
東京音楽大学付属高等学校卒業、東京音楽大学中退。
ピアノを齊藤美代子、川口由紀子、池川礼子、関本昌平、杉谷昭子、本山乃弘、広
瀬宣行、各氏に師事。
受賞歴：2015年ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japanジュニア特級金賞・グ
ランプリ受賞。2016年ポーランドワルシャワ第57回ワジェンキ公園演奏会出演。

大賞

第９回
音楽部門

特別賞

山上 聖宗
2002年、熊本県生まれ。平成音楽大学作曲コース在籍。8歳よりピアノを始める。
清流山水花あゆの里はじめ、ブライダルゲストや祝賀会等、全国各地のイベントコ
ンサートで演奏活動し、今まで演奏数が600回を超える。2019年、東京「阿佐ヶ
谷ジャズストリート」にゲスト出演。2021年＆2022年、「ハッシーハシモトとロマン
ス楽団コンサートin東京」との共演。第24回九州音楽コンクール、電子オルガン・
ポピュラーピアノ部門で審査員特別賞受賞。

第９回
音楽部門

３月４日（土） 開場10:30 開演11:00 第７・８回 チャレンジ部門

３月４日（土） 開場15:30 開演16:00 第７・８回 一般部門

３月５日（日） 開場13:30 開演14:00 第９回音楽部門・パフォーマンス部門


