
                盆太鼓コンテスト歴代入賞者
盆太鼓コンテストは江戸川の太鼓　第２回より開催

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7
順　位 ≪子供男子≫ ≪子供女子≫ ≪一般女子≫ ≪一般男子≫

第１回　2003年 第１位 遠藤　正樹 並木　詩織 杉山　順子 山下　　豊
船堀タワーホール 第２位 青木　一博 川原　彩恵 伊藤亜由美 高田　正樹　　

第３位 平　　貴人 寺田　有沙 神宮寺宏美 松枝　丈仁　　
≪子供の部≫ ≪中高生女子・ 中高生男子≫≪一般女子≫ ≪一般男子≫

第２回　2004年 第１位 無効(失格） 寺島　雅美 松枝　丈仁 佐々木美代子 実川　亨　　　
船堀タワーホール 第２位 遠藤優里菜 山下　奈美子 鍵和田大輔 松本　佳奈 大河内洋介　　　

第３位 佐野千彩美 加藤　奈月 金子　浩之 舟木佳奈子 大場　崇　　　　
第３回　2005年 第１位 中西　夏海 島田　麻菜実 小森　真平 木村　裕子 大川内洋介　　　
船堀タワーホール 第２位 小林　あさひ 川口　沙織 大山　龍人 小形　愛 松枝　丈仁

第３位 吉田　夏海 黒田　直実 近藤　龍次郎 大類真実子 小鮒　拓己　
第４回　2007年 第１位 河野　萌希 湧井　あやか 稲坂　祐樹 佐藤　初実 鍵和田　大輔　
船堀タワーホール 第２位 遠藤　優里菜 西嶋　千　鶴 小野寺達也 斉藤　いつか 岡田　　和凡　　

第３位 杉浦　朝日 山下　奈美子 近藤　龍次郎 黒田　麻実 小森　　真平　　
第５回　2007年 第１位 武井奈津子 中西　夏海 斎藤　恵裕 増井　都 野本　治男　　　
船堀タワーホール 第２位 黒岩　紀衣 斎藤　美香 掘　　圭介 大場　里奈子 池内　順平　　　

第３位 柿原　彩夏 黒田　直実 近藤　龍次郎 西嶋　千鶴 有馬　純之介　　
（子供の部） ≪一般女子≫   ≪一般男子≫

チャンピオン大会 第１位 斎藤　恵裕 増井　都 野本　治男　　　
2007年 第２位 武井　奈津子 杉山　順子 大川内洋介
船堀タワーホール 第３位 遠藤　優里菜 木村　裕子 稲坂　祐樹

特別賞 実川　亨
≪子供の部≫ ≪５０歳以上≫ ≪一般女子≫ ≪一般男子≫

第６回　2008年 第１位 河野　朱乃 門脇　美恵子 西嶋　千鶴 佐藤　康二
船堀タワーホール 第２位 鈴木　紗也佳 荒川　和彦 柿原　彩香 野本　治男

第３位 樋口　真央 高橋　勇 小林　呈光 有馬　純之介
特別賞 寺田　汐里 後藤　京子 古屋　明子 池内　順平

　　　　　　　　　　　　　第７回大会より　名称を盆太鼓日本一に変更
第７回　2009年 第１位 寺田　汐里 実川　享 柿原　彩夏 上　　龍
船堀タワーホール 第２位 鈴木　奈々 佐藤　絹江 古賀　明子 横山　正

第３位 グーチャーニー明峰 関　口　初 宮岸　真那 鍵和田大輔
第８回　2010年 第１位 古賀　一寿 古賀由利子 増井　都 大場　崇
船堀タワーホール 第２位 グーチャーニー明峰岡田　順子 岡田愛莉紗 榎本　泰之

第３位 曽根　幹太 沼田　昭夫 樋口　真央 野本　治男
第９回　2011年 第１位 グーチャーニー明峰 船木　千晴 桜　　りりぃ 野本　治男
船堀タワーホール 第２位 宮岸　大也 荒川　和彦 小林　優那 阿田　直樹

第３位 小島　夏恋 舛田由美子 宮岸　真那 吉田慎之介
第10回　2012年 第１位 後藤 茉夏 喜納　均 宮岸　真那 横山　正
船堀タワーホール 第２位 古賀　慶吾 舛田由美子 涌井あやか 山下　豊

第３位 渡邉 梨央 荒川　和彦 斉藤いつか 岡田　和凡
チャンピオン大会 第１位 上　　龍
2013年 第２位 佐藤　康二
船堀タワーホール 第３位 宮岸　真那
第13回大会 第１位 菅沼　はな グーチャーニー明峰大場　崇
2014年 第２位 片桐　空 涌井あやか 山下　豊
船堀タワーホール 第３位 古賀　陽 花島　沙弥 吉田慎之介
第14回大会 第1位 佐藤　妃音 湧井 あやか 吉田慎之介
2015年 第2位 古賀　陽 古賀　明子 六反田　響
船堀タワーホール 第3位 大曾根　雅 花島　沙弥 古賀　一寿
第15回大会 第１位 片桐　空 吹場　千珠 古賀　一寿
2016年 第２位 安藤　来羅 増井　都 山下　豊
船堀タワーホール 第３位 市川　亜未 花島　沙弥 宮岸　大也
第16回大会 第1位 糸井　雄誠 摂津　真央 前川　直也
2017年 第2位 早坂　奏美 古賀　明子 千葉　脩斗
船堀タワーホール 第3位 古賀　樹 鈴木　理加 山下　豊
17回大会 第１位 八田羽　萌々 小山　渚 宮岸　大也
2018年 第2位 阿田　愛音 杉山　順子 六反田　響
船堀タワーホール 第3位 古賀　樹 古賀　明子 上　　龍
チャンピオン大会 第１位 宮岸　大也
2019年 第２位 大場　崇
船堀タワーホール 第３位 前川　直也


