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募集要項

第15回全日本ジュニアピアノコンクール・全日本ピアノオーディション

参加資格：

褒章：

　202３年度全エリアで以下の受賞者

ジュニアピアノコンクール：最優秀賞・優秀賞・優良賞受賞者

ピアノオーディション：専門部門・連弾部門のグランプリ・準グランプリ受賞者

ピアノ指導者部門の最優秀賞・優秀賞・優良賞受賞者

趣味部門上級の最優秀賞・優秀賞・優良賞受賞者

規定により金賞・銀賞・銅賞受賞者に賞状及び盾を授与

　＊全日本ジュニアピアノコンクール V課程金賞受賞者、全日本ピアノオーディション専門部門金賞受賞者は、

　全国各エリアの受賞記念披露コンサートへ招待演奏者として推薦。

入賞・入選者に賞状を授与　出演者全員に全国大会出演記念盾を贈呈

2024年 2月 映像審査(ホール改修工事のため)

主な審査員
宮崎 幸夫 (日本ピアノ研究会会長)　
海外特別審査員

  Benjamin Loh (シンガポール南洋芸術学院・ラサール芸術学院教授). Ting Zhou (周 挺)(上海音楽院副校長.同学院付属中等部ピアノ科主任教授)

国内審査員 (以下 五十音順)

  池田 聡子 (洗足学園音楽大学ピアノコース講師).  上村  英郷 (武蔵野音楽大学准教授).  加藤 一郎 (国立音楽大学教授).
  菅野 雅紀 (聖徳大学音楽学部准教授・武蔵野音楽大学講師).  末松 茂敏 (フェリス女学院大学音楽学部講師). 
  砂原 悟 (京都市立芸術大学教授).  西川 秀人 (東京音楽大学講師).  新渡戸 常憲 (音楽評論家・新渡戸記念館館長). 森山 伸 (愛媛大学名誉教授). 他

日本ピアノ研究会本部事務局

E-mail   office@nihonpiano.com

TEL 050-3591-4309　(平日9：00～16:00)

Fax 050-3591-4309

【お問合せ】

インターネット申込みができます。
ホームページの申込み画面からお申込み下さい。
      http://www.nihonpiano.com
＊ネットシステム利用料金が別途必要となりますが、
   申込書.はがき.封筒送付の必要はありません。

1.予選参加費を郵便振替にて指定口座へお振込下さい。

2.必要書類（以下①～③を同封の上各指定住所宛にご郵送下さい)

① 申込書

②官製はがき 2枚（表に参加者ご自身の住所・氏名を記載したもの） 

③長形3号封筒 1通（94円切手を貼って、表に参加者ご自身の住所・氏名を記載したもの） 

※連弾部門は代表者がまとめてお申込み下さい。

申 込 手 順 (郵送・郵便振替申込の場合)

＊予選参加番号・会場集合時間は、各会場開催日の約10日前までに発送いたします。

＊複数エリアでの参加が可能です。

＊お申込み後のご返金は出来ませんのでご了承下さい。

〒371-0053 群馬県前橋市幸塚町74-7

予選会 (締切日設定 )

本選会・受賞記念披露コンサート

*詳細は各受賞記念披露コンサート案内時告知

中国Ａ・中国Ｂ・四国Ａ・四国Ｂ・九州　日程・会場

：ブラジル大使館賞 ・メキシコ大使館賞 ・キューバ大使館賞 

：全音楽譜出版社賞　ドレミ楽譜出版社賞　カワイ出版賞

：グランプリ・準グランプリ・最優秀賞・優秀賞・優良賞

：ラテンクラシック賞・審査員賞・奨励賞

受賞記念披露コンサートで出演者に贈られる褒賞

後援自治体・各社の賞

後援大使館・協賛各社・日本ピアノ研究会の賞　( 各地域共通 )

：岡山県知事賞・岡山県教育委員会教育長賞・

：岡山市長賞・岡山市教育委員会教育長賞

：広島県教育委員会賞・広島市長賞・広島市教育委員会賞

：中国新聞社賞

：香川県知事賞・香川県教育委員会教育長賞・

：高松市長賞・高松市教育委員会教育長賞

：愛媛県知事賞・愛媛県教育委員会教育長賞・

：松山市長賞・松山市教育長賞・愛媛新聞社賞

：福岡市長賞

第16回中国ジュニアピアノコンクール / ピアノオーディション
第15回四国ジュニアピアノコンクール / ピアノオーディション
第15回九州ジュニアピアノコンクール / ピアノオーディション

中国 四国

九州

同時
開催

第23回北関東A/B/C  　第19回東関東A/B　第19回南関東　第18回西関東A/B　

第11回東北A/B    第17回北信越A/B　第17回東海A/B　第17回関西　　

主催： 後援：

全音楽譜出版社　ドレミ楽譜出版社　カワイ出版

協賛：

日本ピアノ研究会
岡山県　岡山県教育委員会　岡山市　岡山市教育委員会
広島県　広島県教育委員会　広島市　広島市教育委員会　中国新聞社
香川県　香川県教育委員会　高松市　高松市教育委員会
愛媛県　愛媛県教育委員会　松山市　松山市教育委員会　愛媛新聞社 
福岡市　(公財)福岡市文化芸術振興財団

ブラジル連邦共和国大使館　　メキシコ合衆国大使館 
アルゼンチン共和国大使館　　キューバ共和国大使館　　

＊後援は申請中

エリア 日程 曜日 本選会場 曜日 受賞コンサート会場

中国Ａ 10/21 土 岡山シンフォニーホール・スタジオ1 2023年 12/24 日 倉敷市玉島文化センター・ホール

中国Ｂ 11/5 日 広島市東区民文化センター・スタジオ1（小ホール） 2024年 1/14 日 広島県民文化センターホール

四国Ａ 10/22 日 ユープラザうたづ・ハーモニーホール 2024年 1/21 日 穴吹学園(旧高松テルサ)・ホール

四国Ｂ 11/23 木祝 砥部文化会館・ホール 2024年 1/21 日 愛媛県県民文化会館・サブホール

九州 10/21 土 福岡市立博多市民センター・ホール 2024年 1/8 月・祝 北九州市・ウェル戸畑・中ホール

日程

期間：2023年5月22日(月)～締切日は各予選会にて設定(裏面参照)

参加費(税込)；ジュニアソロ：7,000円、ジュニア連弾：8,500円(1組)

：オーディションソロ：8,000円、連弾：13,500円(1組)

ビデオ審査希望者：ソロ：9,000円、連弾：15,500円(1組)

予  選  会

通常予選会申込早期予選会申込

期間：2023年4月10日(月)～4月21日(金)

参加費(税込)；

オーディションソロ：7,500円、連弾：12,500円(1組)

ジュニアソロ：6,500円、ジュニア連弾：8,000円(1組)

本  選  会  ・  受  賞  記  念  披  露  コ  ン  サ  ー  ト

ピアノオーディション
●本選会(税込)   専門部門・ピアノ指導者部門：18,000円      趣味部門：15,000円　

連弾部門：26,500円(１組)   

●受賞記念披露コンサート(税込)

専門部門・ピアノ指導者部門：23,500円　　趣味部門：21,500円 

連弾部門：38,500円(１組） 

ジュニアピアノコンクール
●本選会(税込) 

●受賞記念披露コンサート(税込)

ソロ部門：18,500円   連弾部門：26,500円(１組）

ソロ部門：12,500円　連弾部門：16,500円(１組）

エリア 日程 曜日 予選会場 申込開始 締切日

8/6 日 倉敷市芸文館・第1練習室 7/7

8/20 日 岡山シンフォニーホール・スタジオ1 7/7

第16回中国Ｂ 8/19 土 広島市東区民文化センター・スタジオ1(小ﾎｰﾙ) 7/7

7/15 土 愛媛県総合科学博物館・多目的ホール 6/5

7/17 月祝 丸亀町レッツホール 6/7

三豊市　※決定次第ホームページに掲載します 7/7

7/15 土 愛媛県総合科学博物館・多目的ホール 6/5

7/31 月 ファンタジーホール松山 6/21

8/27 日 IYO夢みらい館・文化ホール 7/7

7/23 日 北九州市  旧古河鉱業若松ビル 6/13

8/19 土 福岡市・九州キリスト教会館 7/7

5/22～

第16回中国Ａ

第15回九州

第15回四国Ａ

第15回四国Ｂ

　8月

東海

関東

北信越

四国九州

東北

関西
中国


