
第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Aグループ 1 ファイナル進出

Aグループ 2 ファイナル進出

Aグループ 3 ファイナル進出

Aグループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

 

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Bグループ 1 ファイナル進出

Bグループ 5 ファイナル進出

Bグループ 6 ファイナル進出

Bグループ 2 セミファイナル奨励賞

Bグループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

  

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Cグループ 2 ファイナル進出

Cグループ 4 ファイナル進出

Cグループ 5 ファイナル進出

Cグループ 6 ファイナル進出

Cグループ 7 セミファイナル奨励賞

Cグループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

   

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Dグループ 2 ファイナル進出

Dグループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

    

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

E1グループ 1 ファイナル進出

E1グループ 5 ファイナル進出

E1グループ 6 ファイナル進出

E1グループ 8 ファイナル進出

E1グループ 9 ファイナル進出

E1グループ 4 セミファイナル奨励賞

E1グループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

     

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

E2グループ 1 ファイナル進出

E2グループ 4 ファイナル進出

E2グループ 8 ファイナル進出

E2グループ 9 ファイナル進出

E2グループ 11 ファイナル進出

E2グループ 2 セミファイナル奨励賞

E2グループ 10 セミファイナル奨励賞

E2グループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

      

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Fグループ 3 ファイナル進出

Fグループ 4 ファイナル進出

Fグループ 1 セミファイナル奨励賞

Fグループ 5 セミファイナル奨励賞

Fグループ

結果発表



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

       

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html


第28回ヤングアーチストピアノコンクール

セミファイナル神奈川

令和2年8月17日 横浜みなとみらいホール　小ホール

グループ NO    

Sグループ 2 ファイナル進出

Sグループ 3 ファイナル進出

結果発表

Sグループ



2020年 8月 17日（月）横浜みなとみらいホール 小ホール 

セミファイナル神奈川 

 

ファイナルへの申込締切日：8月 19日（水） 

 

 

【ファイナルへのお申込方法について】 

ホームページでセミファイナル通過を確認された方は、下記の方法でお申込ください。（こちらから

合否の連絡は致しません） 

  

★銀行振込ウェブ申込 

当協会のホームページの「銀行振込ウェブ申込フォーム」よりお申込ください。 

申込フォームがセミファイナルと異なりますのでお間違えの無いよう選択ください。 

申込締切日にもご注意ください。 

振込先はゆうちょ銀行とは異なりますので、ご注意下さい。 

 

お申込はこちら https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html 

        

https://www.yaa.gr.jp/bank_transfer_2.html

