
ISHII Kie (Japan)
Elizaveta IVANOVA (Russia)
Chris JAMES (Canada)
JANG Hyungjin (Rep. of Korea)
KIM Yesung (Rep. of Korea)
KITABATAKE Nao (Japan)
Anna KOMAROVA (Russia)
Andrei KRIVENKO (Russia)
LI Chu-Chun (Taiwan)
LIM HyeRyung (Rep. of Korea)
LU Shangcong (China)
Laura MICHELIN (Sweden)
Daniel Marek MIECZKOWSKI (Poland)
MIN Ruofan (China)
MITSUMARU Akito (Japan)
Etni MOLLETONES (Venezuela)
Christian PAQUETTE (Canada)
Patric Robert PLETZENAUER (Austria)
Dario PORTILLO GAVARRE (Mexico)

ケルットゥ・テルヒッキ・アールト・セタラ ( フィンランド )
ラファエル・アドベス・バヨグ ( スペイン )
カールミネルイジ・アマービレ ( イタリア )
安藤 幸子 ( 日本 )
浅川 寧 ( 日本 )
アストリッド・ビェラン ( ノルウェー )
ジョイディ・スカーレット・ブランコ・ルイス ( ベネズエラ )
エリュシュカ・ボシュコヴァー ( チェコ )
キャサリン・ウィンターズ・ボヤック ( アメリカ合衆国 )
オースティン・ブラウン ( アメリカ合衆国 )
マリオ・ブルーノ ( イタリア )
リカード・チェラッキ ( イタリア )
フョードル・チェルニショフ ( ロシア )
藤野 瞳子 ( 日本 )
ハン・ヒウォン ( 韓国 )
ハン・ソンウン ( 韓国 )
ピエール・ウーブリ ( フランス )
ステラ・イングロッソ ( イタリア )
井坂 実樹 ( 日本 )

石井 希衣 (日本)
エリザヴェータ・イヴァノワ (ロシア)
クリス・ジェームズ (カナダ)
チャン・ヒョンジン (韓国)
キム・イェソン (韓国)
北畠 奈緒 (日本)
アンナ・コマロワ (ロシア)
アンドレイ・クリヴェンコ (ロシア)
リー・チューチュン (台湾)
イム・ヘリョン (韓国)
ルー・シャンコン (中国)
ローラ・ミシュラン (スウェーデン)
ダニエル・マレク・ミーチャコフスキ (ポーランド)
ミン・ルオファン (中国)
満丸 彬人 (日本)
エティーニ・モレトンズ (ベネズエラ)
クリスティアン・パケット (カナダ)
パトリック・ローベルト・ヘッツェナウアー (オーストリア)
ダリオ・ポルティージョ・ガヴァーレ (メキシコ)

Beata PREISAITE-SIDISKIENE (Lithuania)
Maximilian RANDLINGER (Germany)
Denis SAVELYEV (Ukraine )
Dorotea SENICA (Slovenia)
SHIMIZU Ryo (Japan)
Tomasz SIERANT (Poland)
Alessandro SIMONI (Italy)
Lucas SPAGNOLO (German)
Gilles STOESEL (France)
Stefan Gottfried TOMASCHITZ (Austria)
Mila IvanomirovaTSANKOVA (Bulgaria)
Ebba Johanna Maria WALLÉN (Sweden)
WANG Fuki (Taiwan)
Henry WILLIFORD (USA)
YAMAMOTO Aoi (Japan)
Amy YULE (UK)
YUN Seulgi (Rep. of Korea)
Marianna Julia OŁNACZ (Poland)

ベアータ・プライサイト・シディスキエネ (リトアニア)
マクシミリアン・ランドリンガー (ドイツ)
デニス・サヴェリエフ (ウクライナ)
ドロータ・セニツァ (スロベニア)
清水 伶 (日本)
トマシュ・シーラント (ポーランド)
アレッサンドロ・シモーニ (イタリア)
ルーカス・スパニョロ (ドイツ)
ジル・ステッセル (フランス)
ステファン・ゴットフリード・ト-マシッツ (オーストリア)
ミラ・イヴァノミロヴァ・ツァンコヴァ (ブルガリア)
エバ・ヨハンナ・マリア・ヴァレン (スウェーデン)
ワン・フキ (台湾)
ヘンリー・ウィルフォード (アメリカ合衆国)
山本 葵 (日本)
エイミー・ユール (イギリス)
ユン・スルギ (韓国)
マリアンナ・ユリア・ジョウナッチェ (ポーランド)

Kerttu Terhikki AALTO-SETÄLÄ (Finland)
Rafael ADOBAS BAYOG (Spain)
Carmineluigi AMABILE (Italy)
ANDO Yukiko (Japan)
ASAKAWA Nei (Japan)
Astrid BJELLAND (Norway)
Joidy Scarlet BLANCO LEWIS (Venezuela)
Eliška BOŠKOVÁ (Czech Republic)
Catherine Winters BOYACK (USA)
Austin BROWN (USA)
Mario BRUNO (Italy)
Riccardo CELLACCHI (Italy)
Fedor CHERNYSHOV (Russia)
FUJINO Tohko (Japan)
HAN Heewon (Rep. of Korea)
HAN Sungeun (Rep. of Korea)
Pierre HURBLI (France)
Stella INGROSSO (Italy)
ISAKA Miki (Japan)

J.S.バッハ : 無伴奏チェロ組曲 BWV1007 ‐1012より任意の１曲
J.S.Bach : One piece from Suiten für Violoncello BWV1007-1012

N.パガニーニ : 24のカプリース 作品1 より任意の１曲 
N.Paganini : One piece from 24 Capricci Op.1

（1）

（2）

※写真；左上から右へアルファベット順 ※Photos arranged from the top left in alphabetical order

First Round

コロナ禍での開催となる第10回大会は、第1次審査をオンラ
インで実施。出場者から提出された演奏動画をもとに審査を
おこない、来年3月に神戸文化ホールでおこなわれる第2次審
査に進出する約24名を国際審査員が選出します。

The first round of the 10th KIFC will be held online in the 
midst of a global pandemic. Based on the video recording 
of each contestant’s performance, the international jury 
will select approximately 24 contestants who will advance 
to the second round which will take place at Kobe Bunka 
Hall in March 2022.



https://kobe-flute.jp/
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