
C2010801 小坂　寧音 08 ミュージカル小学生部門 女性ヴォーカル
ロジャース／ひとりぼっちの羊
飼い

サウンド・オブ・ミュー
ジック

C2010803 阪上　友菜 08 ミュージカル小学生部門 女性ヴォーカル シェーンベルク／ちびっこ仲間 レ・ミゼラブル

C2010901 中村　文香 09 ミュージカル中学生部門 女性ヴォーカル
マシュー・ワイルダー／リフレ
クション

ムーラン

C2010902 海藤　うらら 09 ミュージカル中学生部門 女性ヴォーカル メンケン／わが家 美女と野獣 優秀賞

C2010903 天野　明日咲 09 ミュージカル中学生部門 女性ヴォーカル
メンケン／パート オブ ユア
ワールド

リトルマーメイド

C2010904 末田　心乃 09 ミュージカル中学生部門 女性ヴォーカル ハムリッシュ／ナッシング コーラスライン

C2010905 岡田　奈々 09 ミュージカル中学生部門 女性ヴォーカル
メンケン／カラー・オブ・ザ・
ウィンド

ポカホンタス 優秀賞

C2010301 大森　未来衣 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル
リーヴァイ／ダンスはやめられ
ない

モーツァルト！

C2010302 柏原　陽奈子 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル リーヴァイ／私だけに エリザベート

C2010304 阪野　桃子 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル ロジャース／自信を持って
サウンド・オブ・ミュー
ジック

優秀賞

C2010305 大野　詩乃 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル ウェバー／愛は死なず ラブ・ネバー・ダイ

C2010307 林　美羽 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル
ウェバー／スィンク・オブ・
ミー

オペラ座の怪人 優秀賞

C2010308 入江　真衣果 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル シェーンベルク／命をあげよう ミス・サイゴン

C2010309 好岡　瞳 03 ミュージカル部門 女性ヴォーカル ハムリッシュ／ナッシング コーラスライン

C2011002 松永　萌 10 声楽愛好者Ｙ部門 ソプラノ
モーツァルト／恋人よ早くここ
へ

フィガロの結婚

C2011003 山路　望瑛 10 声楽愛好者Ｙ部門 ソプラノ ドヴォルザーク／月に寄せる歌 ルサルカ

C2011101 加藤　武志 11 声楽愛好者Ａ部門 バリトン 木下牧子／鷗 優秀賞

C2011103 市川　太一 11 声楽愛好者Ａ部門 テノール レオンカヴァッロ／朝の歌 優秀賞

C2011105 藤本　慈子 11 声楽愛好者Ａ部門 ソプラノ
R.シュトラウス／バラク、私の
夫よ

影のない女

C2011106 仲谷　昌敏 11 声楽愛好者Ａ部門 バス
チャイコフスキー／ドン・ファ
ンのセレナーデ

C2011107 永田　智子 11 声楽愛好者Ａ部門 メゾソプラノ ヴェルディ／神秘 優秀賞

C2011108 立花　みさ 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

C2011202 伴野　文子 12 声楽愛好者Ｂ女声部門 ソプラノ 小林秀雄／花の春告鳥

C2011401 北村　隆雄 14 声楽愛好者オメガ部門 バス
ヴェルディ／ひとり寂しく眠ろ
う

優秀賞

C2011402 出崎　純子 14 声楽愛好者オメガ部門 ソプラノ
カタラーニ／さようなら、ふる
さとの家よ

ワリー 優秀賞

C2011501 サマー 15 重唱部門 女声二重唱
モーツァルト／妹よ、見てごら
ん

コシ・ファン・トゥッテ

C2010701 神谷　優佳 07 高校1/2年生部門 メゾソプラノ
スカルラッティ／貴女が私の死
の栄光を

C2010703 長浜　優 07 高校1/2年生部門 ソプラノ トスティ／悲しみ

C2010704 大原　ひな 07 高校1/2年生部門 メゾソプラノ
モーツァルト／大いなる魂と高
貴な心

C2010705 下田　朝日 07 高校1/2年生部門 テノール ヘンデル／ああ、私の心の人よ

C2010706 小澤　颯人 07 高校1/2年生部門 カウンターテナー ドゥランテ／愛に満ちた処女よ 優秀賞

C2010601 泉　晴明 06 高校3年/卒業生部門 バリトン 中田喜直／木菟 最優秀賞

C2010602 鈴木　穂香 06 高校3年/卒業生部門 ソプラノ
モーツァルト／私は行きます、
でもどこへ？

C2010606 中西　和音 06 高校3年/卒業生部門 バリトン ジョルダーニ／いとしい女よ

C2010607 鬼塚　日奈 06 高校3年/卒業生部門 ソプラノ
グルック／ああ、私の優しい熱
情が (B)

 パーリデとエーレナ

C2010610 大野　詩乃 06 高校3年/卒業生部門 ソプラノ ドニゼッティ／さようなら 連隊の娘 優秀賞

C2010201 松橋　香音 02 歌曲部門 ソプラノ シューベルト ／ズライカ Ⅰ

C2010501 大橋　咲奈 05 大学生部門 ソプラノ 中田喜直／さくら横ちょう

C2010502 塩内　太一郎 05 大学生部門 バリトン ヴェルディ／寂しい部屋で

C2010503 白金　宙河 05 大学生部門 バリトン
シューベルト／羊飼いの嘆きの
歌

優秀賞
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C2010506 沖田　莉子 05 大学生部門 ソプラノ ヘンデル／帰って来て喜ばせて アルチーナ

C2010507 伊藤　美里 05 大学生部門 ソプラノ
モーツァルト／さあ来て膝まず
いて

フィガロの結婚

C2010509 小笠原　麻衣 05 大学生部門 メゾソプラノ
モーツァルト／行こう、だが愛
しい人よ

皇帝ティートの慈悲

C2010510 佐々木　琴美 05 大学生部門 ソプラノ
モーツァルト／誰が知るでしょ
う、愛しい人の苦しみを

C2010511 北野　愛恵 05 大学生部門 ソプラノ
ヘンデル／つらい運命に涙はあ
ふれ

ジュリオ・チェーザレ

C2010514 榎本　琴水 05 大学生部門 ソプラノ
モーツァルト／女も十五になっ
たら

コジ・ファン・トゥッテ

C2010515 伊藤　七海 05 大学生部門 ソプラノ ヴェルディ／慕わしい名は リゴレット

C2010516 瑞慶覧　恭子 05 大学生部門 ソプラノ
プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ
声に

ラ・ボエーム

C2010517 岡本　莉子 05 大学生部門 ソプラノ
プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ
声に

ラ・ボエーム

C2010401 森川　雄士 04 新進声楽家部門 バス
ロッシーニ／中傷はそよ風のよ
うに

セビリアの理髪師

C2010402 高井　理恵 04 新進声楽家部門 ソプラノ チレア／私はおとなしい下僕
アドリアーナ・ルクヴ
ルール

C2010403 田邊　実優 04 新進声楽家部門 ソプラノ
ベッリーニ／あなたの優しい声
が

清教徒 優秀賞

C2010405 柴田　千沙都 04 新進声楽家部門 ソプラノ モーツァルト／雉鳩は嘆く 偽の女庭師

C2010406 釘宮　冴月 04 新進声楽家部門 ソプラノ シャルパンティエ／その日から ルイーズ 最優秀賞

C2010407 成田　朋加 04 新進声楽家部門 メゾソプラノ
モーツァルト／愛の優しい道づ
れよ

いつわりの女庭師

C2010411 高柳　耕平 04 新進声楽家部門 バス ヴェルディ／来たれ、レビよ！ ナブッコ 優秀賞

C2010412 松橋　香音 04 新進声楽家部門 ソプラノ
グノー／あぁ！何という戦慄
が！

ロミオとジュリエット

C2010102 束原　由貴 01 グランプリ部門 ソプラノ
アンドレ・メサジェ／恵みの太
陽が輝く日

お菊さん 優秀賞

C2010103 清水　進 01 グランプリ部門 バス シューベルト／宿屋 歌曲集「冬の旅」

C2010104 瀧川　珠生 01 グランプリ部門 ソプラノ
プッチーニ／この柔らかなレー
スの中で

マノン・レスコー

C2010105 大貫　亜以 01 グランプリ部門 ソプラノ プッチーニ／この宮殿の中に トゥーランドット


