第１回国際声楽コンクール東京
第１埼玉大会・准本選入選者
2021年7月21日(水) 埼玉県川口市
川口総合文化センターリリア・音楽ホール
番号

名前

部門

声種

地区大会演奏曲

作品名

賞

E1010801 田中 優衣

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／雲の上のお城

E1010802 久保田 乃戸香

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

スティーブン

E1010803 松田 芽衣

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

リン＝マニュエル・ミランダ／どこまでも

モアナと伝説の海

優秀賞

E1010804 森田 凛

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

リン=マニュエル・ミランダ ／どこまでも

モアナと伝説の海

優秀賞

E1010805 久保 陽向子

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

マイケル・シルバーシャー、パッティー・シルバーシャー／海のメロディ リトルマーメイド2

E1010806 中尾 道仁

08 ミュージカル小学生部門

男性ヴォーカル

ジャーメイン フランコ／音楽はいつまでも

リメンバー・ミー

E1010901 高橋 彩実

09 ミュージカル中学生部門

女性ヴォーカル

Patty Silversher／海のメロディー

リトルマーメイド２

E1010902 西 くらら

09 ミュージカル中学生部門

女性ヴォーカル

ロウ／踊り明かそう

マイ・フェア・レディ

E1010903 荒木 華音

09 ミュージカル中学生部門

女性ヴォーカル

アラン・メンケン／私が生きてこなかった人生

天使にラブ・ソングを

E1010302 西村 実莉

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

ジミーヴァンヒューゼン／欲しいの

モダン・ミリー

E1010304 三枝 愛芽

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

アランメンケン／スピーチレス〜心の声(パート２)

アラジン

E1010306 佐藤 樹璃

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

ジェイソン・ハウランド／アストニシング

若草物語

優秀賞

E1010307 宮崎 紗耶加

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

ステファン・シュヴァルツ／魔法使いと私

ウィキッド

優秀賞

E4010323 三島 孝之輔

03 ミュージカル部門

男性ヴォーカル

ステファン・シュワルツ／美しい街

ゴッドスペル

E1011501 山内 彩歌

15 重唱部門

ソプラノ、アルト

ユース・ケース／ふるさと

E1011502 椎名 樹

15 重唱部門

ソプラノ、アルト、バス
松井孝夫／マイバラード

レ・ミゼラブル

ソンハイム／森の中へ

E1011101 家永 祐子

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

ドニゼッティ／この心の光

シャモニーのリンダ

E1011103 加藤 聡美

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

モーツァルト／恋は小さな泥棒

コジ・ファン・トゥッテ

E1011104 戸梶 亜弥

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

モーツァルト／イドメネオは死んだの？

イドメネオ

E1011105 大田 薫

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

ベッリーニ／ああ、幾度か

キャプレティ家とモンテッキ家

E1011106 椿 真美

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

シャルパンティエ／その日から

E1011301 富沢 泰夫

13 声楽愛好者Ｂ男声部門

テノール

ガスタルドン／禁じられた歌

E1011302 広田 優成

13 声楽愛好者Ｂ男声部門

テノール

アグスティン

E1011303 馬渡

13 声楽愛好者Ｂ男声部門

バリトン

トスティ／理想の女

E1011402 和田 尚

14 声楽愛好者オメガ部門

バリトン

ヴェルディ／悪魔め鬼め

リゴレット

E1011403 星 紀子

14 声楽愛好者オメガ部門

メゾソプラノ

グルック／エウリディーチェなしに

オルフェオとエウリディーチェ

07 高校1/2年生部門

ソプラノ

スカルラッティ／菫

06 高校3年/卒業生部門

ソプラノ

アレッサンドロスカルラッティ／貴方が私の死の栄光を

E1010201 森中 定治

02 歌曲部門

テノール

ドナウディ／ああ愛する人の

E1010202 伴野 公三子

02 歌曲部門

メゾソプラノ

ブラームス／まどろみはいよいよ浅く

E1010203 折原 睦実

02 歌曲部門

ソプラノ

小林秀雄／日記帳

E1010502 上田 駆

05 大学生部門

バリトン

ヴィヴァルディ／私は泣いている、嘆いている

E1010503 加藤 楓也

05 大学生部門

テノール

トスティ／理想

E1010101 高橋 裕美子

01 グランプリ部門

ソプラノ

プッチーニ／ドレッタの美しい夢

つばめ

E1010102 須永 和華子

01 グランプリ部門

ソプラノ

リヒャルト・シュトラウス／全てが浄らかな国がある

ナクソス島のアリアドネ

E1010103 田村 典子

01 グランプリ部門

ソプラノ

ドニゼッティ ／この清潔で愛らしい宿よ

リタ

時彦

E1010701 榊田 桜嘉
E1010602 甲斐 葵

優秀賞

優秀賞

優秀賞

ララ／グラナダ

優秀賞

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

優秀賞

