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番号

名前

部門

声種

地区大会演奏曲

作品名

E3010801 鈴村 ひなた

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

アニー

E3010802 西村 恵

08 ミュージカル小学生部門

男性ヴォーカル

ジャーマイン・フランコ／音楽はいつまでも

リメンバー・ミー

E3010803 松原 康之助

08 ミュージカル小学生部門

男性ヴォーカル

エルトン・ジョン／早く王様になりたい

ライオンキング

E4010804 森田 レイ

08 ミュージカル小学生部門

女性ヴォーカル

アーレン／虹の彼方に

オズの魔法使

E3010902 相田 美音

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／パート・オブ・ユア・ワールド

リトル・マーメイド

E4010905 森田 ハンナ

09 ミュージカル中学生部門

女性ヴォーカル

ロジャース他／サウンド・オブ・ミュージック

サウンド・オブ・ミュージック

E3010301 田中 怜緒直

03 ミュージカル部門

男性ヴォーカル

ベニー・アンダーソン他／アンセム

チェス

E3010302 三上 莉衣菜

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

フレデリック・ロウ／踊り明かそう

マイ・フェア・レディ

E3010303 加藤 遼河

03 ミュージカル部門

男性ヴォーカル

シルヴェスター・リーヴァイ／僕こそ音楽

モーツァルト！

E3010307 城田 さおり

03 ミュージカル部門

女性ヴォーカル

スティーヴン・シュワルツ／ポピュラー

ウィキッド

E3011003 中川 真吾

10 声楽愛好者Ｙ部門

カウンターテナー

アレッサンドロ·スカルラッティ／私は心に感じる

E3011103 篠澤 美佐江

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

ヴェルディ／慕わしき御名

リゴレット

E3011104 森 由美

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

ヘンデル／あなたを崇めます、その瞳

エジプトのジュリオ・チェーザレ

E3011106 大沼 尚子

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声に

ラ・ボエーム

E3011107 杉谷 賢昭

11 声楽愛好者Ａ部門

バリトン

ベッリーニ／ああ、永遠に君を失った

清教徒

E3011109 加藤 佳子

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

ベッリーニ／清らかな女神よ

ノルマ

E3011111 久保 玲

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

プッチーニ／氷のような姫君の心も

トゥーランドット

E3011112 糟谷 里美

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

プッチーニ／私のお父さん

ジャン二・スキッキ

E3011114 梅原 仁美

11 声楽愛好者Ａ部門

ソプラノ

プッチーニ／氷のような姫君の心も

トゥーランドット

E3011115 冨岡 麻紀子

11 声楽愛好者Ａ部門

メゾソプラノ

マスカーニ／ママも知るとおり

カヴァレリア ルスティカーナ
ウィリアム・テル

E3011203 篠 恵美子

12 声楽愛好者Ｂ女声部門

ソプラノ

ロッシーニ／暗い森

E3011301 古閑 弘志

13 声楽愛好者Ｂ男声部門

バス

シューマン／二人の擲弾兵

E3011302 吉光 由夫

13 声楽愛好者Ｂ男声部門

テノール

プッチーニ／星は光りぬ

トスカ

E3011402 尾崎 幸子

14 声楽愛好者オメガ部門

ソプラノ

ドヴォルザーク／月によせる歌

ルサルカ

E3010701 渋谷 理子

07 高校1/2年生部門

メゾソプラノ

モーツァルト／恋とはどんなものかしら

フィガロの結婚

E3010601 天笠 航志

06 高校3年/卒業生部門

バリトン

モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

フィガロの結婚

E3010603 細谷 唯衣

06 高校3年/卒業生部門

ソプラノ

モーツァルト／とうとう嬉しい時が来た

フィガロの結婚

E3010604 小澤 三葉

06 高校3年/卒業生部門

ソプラノ

モーツァルト／ぶってよ、マゼット

ドン・ジョヴァンニ

E3010201 前田 紗希

02 歌曲部門

ソプラノ

R.シュトラウス／《乙女の花》op.22 No.4 睡蓮

E3010501 藤野 あゆみ

05 大学生部門

メゾソプラノ

モーツァルト／私は行く

皇帝ティートの慈悲

E3010503 塙 梨華

05 大学生部門

ソプラノ

ヒンデミット／寺院におけるマリアの奉献

マリアの生涯

E3010402 神山 恒

04 新進声楽家部門

テノール

フロト―／とても愛らしい人が（夢のように）

マルタ

E3010403 森下 歩実

04 新進声楽家部門

メゾソプラノ

モーツァルト／行きます。でもあなたは、愛しい人よ

皇帝ティートの慈悲

E3010405 加護 友也

04 新進声楽家部門

テノール

ヴェルディ／彼女から離れては~燃える心を~我が後悔よ

椿姫

E3010406 上田 彩乃

04 新進声楽家部門

ソプラノ

モーツァルト／虎よ、その爪を研げ

ツァイーデ

E3010102 山﨑 陶子

01 グランプリ部門

ソプラノ

ヴェルディ／エルナーニ、一緒に逃げて

エルナーニ

E3010103 新美 木麻

01 グランプリ部門

ソプラノ

R.シュトラウス／私はここに座ってはいられない

エレクトラ
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