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藤井 恵
大阪音楽大学短期大学部ミュージカル･コース講
師, 元劇団四季団員, 第12回東京国際声楽コン
クール第1位

前田繁実 宝塚音楽学校講師, 宝塚歌劇団編作曲家

【ご案内】

・当コンクールでは御客様の拍手を制限しておりません。

　どうぞ御遠慮なく受験者の皆さんを激励して差し上げて下さい。

・演奏中の出入りはご遠慮ください。

・感染予防のため、本年度も審査員講評会は中止します。

・撮影、録音およびSNS等への公開は本人分のみ許可します。フラッシュ禁止。

・演奏順はコンピューターによる無作為配列です。



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010311 作品/役名 言語 日本語

13:00 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W2010303 作品/役名 言語 英語

13:06 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

XW010308 作品/役名 言語 日本語

13:10 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W3010307 作品/役名 言語 英語

13:16 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W3010322 作品/役名 言語 日本語

13:20 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

XW010316 作品/役名 言語 英語

13:26 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010325 作品/役名 言語 英語

13:32 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010321 作品/役名 言語 日本語

13:36 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010315 作品/役名 言語 日本語

13:42 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010302 作品/役名 言語 日本語

13:48 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W4010308 作品/役名 言語 日本語

13:54 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

XW010307 作品/役名 言語 英語

14:00 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010304 作品/役名 言語 英語

14:04 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

XW010314 作品/役名 言語 日本語

14:10 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010301 作品/役名 言語 英語

14:16 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010327 作品/役名 言語 英語

14:40 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W2010308 作品/役名 言語 日本語

14:46 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

C1010305 作品/役名 言語 日本語

14:52 女性ヴォーカル 愛知１ 作曲者/曲名

ミュージカル部門

シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに

迷子の警察音楽隊/ディナ

デイビット・ヤズベック／オマル・シャリーフ

アンドリュー・ロイド・ウェバー／墓場にて

キャッツ/ボンバルリーナ

アンドリュー・ロイド・ウェバー／マキャヴィティ〜犯罪王〜

キャッツ /グリザベラ

マークシャイマン／フライフライアウェイ

若草物語/ジョー

ジェイソン・ハウランド／アストニシング

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

エルトン・ジョン／人生の苦しみ

スウィーニー・トッド/ジョアンナ

スティーブン・ソンドハイム／グリーンフィンチ・アンド・リンネットバード

中野　調

山本　早恵

服部　黎華

中村　遙花

レ・ミゼラブル/エポニーヌ

アンドリュー・ロイド・ウェバー／メモリー

キャッチミーイフユーキャン/ブレンダ

オペラ座の怪人/クリスティーヌ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／命をあげよう

エリザベート/エリザベート

GOLD～カミーユとロダン/カミーユ

フランク・ワイルドホーン／ゴールド

アイーダ/アイーダ

エルトン・ジョン／人生の苦しみ

ミス・サイゴン/キム

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

ファニーガール/ファニー・ブライス

ジューリースタイン／パレードに雨を降らせないで

ジキルとハイド/ルーシー

オクラホマ！/アド・アニー

ワイルドホーン／あんな人が

リチャード・ロジャース／いやとはいえない

マリー・アントワネット/マルグリット・アルノー

シルヴェスター・リーヴァイ／100万のキャンドル

アイーダ/アイーダ

美甘　実咲

石原　詩月

葛生　有希

箕作　詩音

岸本　絵梨香

堂本　祥子

戸田　碧

野田　冴音

阪野　桃子

入江　真名

山下　奈央子

天上　うらら

寺内　愛莉

服部　真和

エリザベート/エリザベート

シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010326 作品/役名 言語 日本語

14:58 男性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

FK010304 作品/役名 言語 日本語

15:04 女性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

W2010310 作品/役名 言語 英語

15:10 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

W4010304 作品/役名 言語 日本語

15:14 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W2010309 作品/役名 言語 日本語

15:18 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

C1010302 作品/役名 言語 日本語

15:24 女性ヴォーカル 愛知１ 作曲者/曲名

W3010325 作品/役名 言語 日本語

15:30 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

C2010305 作品/役名 言語 英語

15:34 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

W3010323 作品/役名 言語 日本語

15:40 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W4010311 作品/役名 言語 日本語

15:46 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W4010320 作品/役名 言語 日本語

15:50 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010326 作品/役名 言語 日本語

15:57 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W1010302 作品/役名 言語 日本語

16:01 女性ヴォーカル 京都 作曲者/曲名

XW010318 作品/役名 言語 日本語

16:07 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W3010807 作品/役名 言語 日本語

16:40 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W3010803 作品/役名 言語 英語

16:44 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W2010804 作品/役名 言語 日本語

16:48 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

W3010804 作品/役名 言語 日本語

16:51 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名 リン・マニュエル・ミランダ／どこまでも　ハウ・ファア・アイル・ゴー

アナと雪の女王2/エルサ

クリステンアンダーソンロペス・ロバートロペス／イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに

スティーブン・シュワルツ／ポピュラー

レ・ミゼラブル/エポニーヌ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

アンドリュー・ロイド・ウェバー／スィンク・オブ・ミー

アランメンケン／自由への扉

ミシェル・トゥームス／フライ・トゥー・ユア・ハート

コーラスライン/ディアナ・モラリス

マーヴィン・ハムリッシュ／ナッシング

レ・ミゼラブル/ファンティーヌ

シルヴェスター・リーヴァイ／星から降る金

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬ ミュージカル部門、ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

ミュージカル小学生部門

美女と野獣/ルミエール

アラン メンケン／ビー アワ ゲスト（おもてなし）

ライオン・キング/ナラ

アラン・メンケン／何が起こるか見てて

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／雲の上のお城

塔の上のラプンツェル/ラプンツェル

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／夢やぶれて

モーツァルト！/ヴァルトシュテッテン男爵夫人

リトルプリンス/星の王子

アンドリュー・ロイド・ウェバー／スィンク オブ ミー

オペラ座の怪人/クリスティーヌ

ウィキッド/グリンダ

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

アンドリュー・ロイド・ウェバー／墓場にて
スカーレット・ピンパーネル/マルグリット・サン・
ジュスト

フランク・ワイルドホーン／あなたを見つめると

高田浩／シャイニングスター

レ・ミゼラブル/リトル・コゼット

エルトン・ジョン／愛を感じて

ニュージーズ/キャサリン中原　恵

辰巳　ゆかり

安野　美波

鈴木　晴

鍬　颯介

伊達　日菜多

伊藤　稚菜

森　柚季

阪野　仁美

西田　杏奈

大野　詩乃

山下　未桜

藤原　美咲

山口　桃子

森江　ゆずな

大矢　結姫

森江　ゆりあ

村本　琴音



1st International Vocal Competition TOKYO

OK010801 作品/役名 言語 日本語

16:55 女性ヴォーカル 岡山 作曲者/曲名

W4010802 作品/役名 言語 日本語

16:59 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

KM010803 作品/役名 言語 日本語

17:03 女性ヴォーカル 熊本 作曲者/曲名

HO010806 作品/役名 言語 日本語

17:09 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

W4010804 作品/役名 言語 英語

17:15 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

C2010901 作品/役名 言語 日本語

17:19 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

C2010904 作品/役名 言語 日本語

17:25 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

C1010901 作品/役名 言語 日本語

17:31 女性ヴォーカル 愛知１ 作曲者/曲名

C2010902 作品/役名 言語 日本語

17:37 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

OK010901 作品/役名 言語 日本語

17:43 女性ヴォーカル 岡山 作曲者/曲名

♬ 小/中学生部門、ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド

マシュー・ワイルダー／リフレクション

マーヴィン　ハムリッシュ／ナッシング

ポカホンタス/ポカホンタス

アランメンケン／カラー・オブ・ザ・ウィンド

美女と野獣/ベル

アランメンケン／わが家

リトル・マーメイド/アリエル

コーラスライン/ディアナ

リトルマーメイド/アリエル

アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド

ウィキッド/グリンダ

アラン　メンケン／歌ってお仕事

ムーラン/ムーラン

マイ・フェア・レディ/イライザ・ドゥーリトル

フレデリック・ロウ／だったらいいな

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

スティーヴン  シュワルツ／ポピュラー

魔法にかけられて/ジゼル

アニー/アニー

ミュージカル中学生部門

谷川　凜子

曹　茜萌

坂本　薫音

飯田　真椰

中筋　麗華

中村　文香

末田　心乃

長坂　桧奈

海藤　うらら

難波　香乃

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪



公式伴奏者・前日リハーサル時間割　/　９月3日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

W2010804 大矢　結姫
08 ミュージカル

小学生部門
クロード＝ミシェル・シェーンベルク／雲の上のお城レ・ミゼラブル 仲本雄平 1430 田園交響ホール楽屋

C2010305 大野　詩乃
03 ミュージカル

部門

アンドリュー・ロイド・ウェバー／墓

場にて
オペラ座の怪人 仲本雄平 1445 田園交響ホール楽屋

W4010308 戸田　碧
03 ミュージカル

部門

シルヴェスター・リーヴァイ／私だけ

に
エリザベート 仲本雄平 1500 田園交響ホール楽屋

C2010904 末田　心乃
09 ミュージカル

中学生部門

マーヴィン　ハムリッシュ／ナッシン

グ
コーラスライン 仲本雄平 1530 田園交響ホール楽屋

W2010308 寺内　愛莉
03 ミュージカル

部門

ジェイソン・ハウランド／アストニシ

ング
若草物語 仲本雄平 1545 田園交響ホール楽屋

W2010310 中原　恵
03 ミュージカル

部門

アラン・メンケン／何が起こるか見て

て
ニュージーズ 仲本雄平 1600 田園交響ホール楽屋

FK010304 伊達　日菜多
03 ミュージカル

部門
エルトン・ジョン／愛を感じて ライオン・キング 仲本雄平 1615 田園交響ホール楽屋

W3010326 安野　美波
03 ミュージカル

部門

クロード＝ミシェル・シェーンベルク

／夢やぶれて
レ・ミゼラブル 仲本雄平 1645 田園交響ホール楽屋

W3010325 西田　杏奈
03 ミュージカル

部門

アンドリュー・ロイド・ウェバー／

スィンク オブ ミー
オペラ座の怪人 仲本雄平 1700 田園交響ホール楽屋

XW010311 美甘　実咲
03 ミュージカル

部門

シルヴェスター・リーヴァイ／私だけ

に
エリザベート 仲本雄平 1715 田園交響ホール楽屋

C1010305 服部　真和
03 ミュージカル

部門

クロード＝ミシェル・シェーンベルク

／オン・マイ・オウン
レ・ミゼラブル 仲本雄平 1730 田園交響ホール楽屋

XW010302 中村　遙花
03 ミュージカル

部門

クロード＝ミシェル・シェーンベルク

／命をあげよう
ミス・サイゴン 仲本雄平 1800 田園交響ホール楽屋

C2010902 海藤　うらら
09 ミュージカル

中学生部門
アランメンケン／わが家 美女と野獣 仲本雄平 1815 田園交響ホール楽屋

W3010322 岸本　絵梨香
03 ミュージカル

部門
シルヴェスター・リーヴァイ／100万のキャンドルマリー・アントワネット 仲本雄平 1830 田園交響ホール楽屋

W4010320 辰巳　ゆかり
03 ミュージカル

部門

マーヴィン・ハムリッシュ／ナッシン

グ
コーラスライン 仲本雄平 1845 田園交響ホール楽屋

C1010901 長坂　桧奈
09 ミュージカル

中学生部門

アランメンケン／カラー・オブ・ザ・

ウィンド
ポカホンタス 仲本雄平 1900 田園交響ホール楽屋

W4010304 伊藤　稚菜
03 ミュージカル

部門

クリステンアンダーソンロペス・ロ

バートロペス／イントゥ・ジ・アンノ

ウン~心のままに

アナと雪の女王2 仲本雄平 1930 田園交響ホール楽屋

C2010901 中村　文香
09 ミュージカル

中学生部門

マシュー・ワイルダー／リフレクショ

ン
ムーラン 仲本雄平 1945 田園交響ホール楽屋

HO010806 飯田　真椰
08 ミュージカル

小学生部門

スティーヴン  シュワルツ／ポピュ

ラー
ウィキッド 仲本雄平 2000 田園交響ホール楽屋

W4010311 藤原　美咲
03 ミュージカル

部門
高田浩／シャイニングスター リトルプリンス 仲本雄平 2015 田園交響ホール楽屋



公式伴奏者・前日リハーサル時間割　/　９月2日

受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

W3010807 山口　桃子
08 ミュージカル

小学生部門
アランメンケン／自由への扉 塔の上のラプンツェル 仲本雄平 1315

大阪グランドピアノス

タジオ

W3010803 森江　ゆずな
08 ミュージカル

小学生部門

ミシェル・トゥームス／フライ・

トゥー・ユア・ハート
仲本雄平 1330

大阪グランドピアノス

タジオ

W3010804 森江　ゆりあ
08 ミュージカル

小学生部門

リン・マニュエル・ミランダ／どこま

でも　ハウ・ファア・アイル・ゴー
仲本雄平 1345

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010321 山本　早恵
03 ミュージカル

部門
フランク・ワイルドホーン／ゴールド

GOLD～カミーユとロダ

ン
仲本雄平 1400

大阪グランドピアノス

タジオ

W3010307 箕作　詩音
03 ミュージカル

部門

リチャード・ロジャース／いやとはい

えない
オクラホマ！ 仲本雄平 1415

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010316 堂本　祥子
03 ミュージカル

部門
エルトン・ジョン／人生の苦しみ アイーダ 仲本雄平 1445

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010314 入江　真名
03 ミュージカル

部門

アンドリュー・ロイド・ウェバー／マ

キャヴィティ～犯罪王～
キャッツ 仲本雄平 1500

大阪グランドピアノス

タジオ

W4010804 中筋　麗華
08 ミュージカル

小学生部門
アラン　メンケン／歌ってお仕事 魔法にかけられて 仲本雄平 1515

大阪グランドピアノス

タジオ

W3010323 山下　未桜
03 ミュージカル

部門

フランク・ワイルドホーン／あなたを

見つめると

スカーレット・ピンパー

ネル
仲本雄平 1530

大阪グランドピアノス

タジオ

W2010303 石原　詩月
03 ミュージカル

部門

ジューリースタイン／パレードに雨を

降らせないで
ファニーガール 仲本雄平 1615

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010307 野田　冴音
03 ミュージカル

部門

デイビット・ヤズベック／オマル・

シャリーフ
迷子の警察音楽隊 仲本雄平 1630

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010308 葛生　有希
03 ミュージカル

部門
ワイルドホーン／あんな人が ジキルとハイド 仲本雄平 1645

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010327 天上　うらら
03 ミュージカル

部門

マークシャイマン／フライフライア

ウェイ

キャッチミーイフユー

キャン
仲本雄平 1715

大阪グランドピアノス

タジオ

XW010325 中野　調
03 ミュージカル

部門

スティーブン・ソンドハイム／グリー

ンフィンチ・アンド・リンネットバー

ド

スウィーニー・トッド 仲本雄平 1730
大阪グランドピアノス

タジオ

XW010326 鍬　颯介
03 ミュージカル

部門

アラン メンケン／ビー アワ ゲスト

（おもてなし）
美女と野獣 仲本雄平 1745

大阪グランドピアノス

タジオ



国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

大阪グランドピアノスタジオ 

 
 利用者名（会場掲示）：なし（民間ビル内） 
 住所：大阪市浪速区難波中 3-18-12 結城ビル 3F 
 地下鉄御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 1 番出口徒歩 4 分。三階に昇る階段

は大通り沿いではなく、脇道がわ 

 階段を上がって三階右奥、楓八州子先生のレッスン室をお借りしています。 

【土足厳禁】 

 

 

 

 

 

 

 


