
審査員

川上洋司 審査委員長、東京藝術大学名誉教授
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第1回

国際声楽コンクール東京
1st International Vocal Competition TOKYO

東日本准本選

2021年9月14日(火)　東京都・清瀬市

清瀬けやきホール

森田 学 昭和音楽大学特任准教授,東京音楽大学講師

坂本知亜紀 東京藝術大学講師

【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

XE010707 作品/役名 言語 イタリア語

13:30 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

MI010707 作品/役名 言語 イタリア語

13:34 ソプラノ 宮城 作曲者/曲名

E5010704 作品/役名 言語 イタリア語

13:38 ソプラノ 埼玉2 作曲者/曲名

MI010702 作品/役名 言語 イタリア語

13:42 ソプラノ 宮城 作曲者/曲名

XE010708 作品/役名 言語 イタリア語

13:48 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

SZ010702 作品/役名 言語 イタリア語

13:51 メゾソプラノ 静岡 作曲者/曲名

HO010706 作品/役名 言語 イタリア語

13:57 ソプラノ 北海道 作曲者/曲名

SZ010703 作品/役名 言語 イタリア語

14:03 ソプラノ 静岡 作曲者/曲名

SZ010701 作品/役名 言語 イタリア語

14:09 バリトン 静岡 作曲者/曲名

HO010705 作品/役名 言語 イタリア語

14:13 バリトン 北海道 作曲者/曲名

E4010706 作品/役名 言語 イタリア語

14:19 バリトン 東京2 作曲者/曲名

E3010701 作品/役名 言語 イタリア語

14:23 メゾソプラノ 東京1 作曲者/曲名

MI010709 作品/役名 言語 イタリア語

14:27 バリトン 宮城 作曲者/曲名

XE010706 作品/役名 言語 イタリア語

14:33 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010705 作品/役名 言語 イタリア語

14:37 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

高校1/2年生部門

モーツァルト／恋はどんなものかしら

ヘンデル／樹木の陰で

フィガロの結婚/ケルビーノ

モーツァルト／恋とはどんなものかしら

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

トンマーゾ・ジョルダーニ／いとしい女よ

フィガロの結婚/ケルビーノ

トレッリ／あなたは知っている

セルセ/セルセ

G.F.ヘンデル／ああ、私の心の人よ

リナルド/アルミレーナ

ヘンデル／私を泣かせてください

ジョルダーニ／いとしい女よ

ドン・ジョヴァンニ/ツェルリーナ

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト／恋人よ、さあこの薬で

ジュリアス・シーザー/セスト

D,スカルラッティ ／恋する蝶のように

ヘンデル／漂う大気は

モーツァルト／喜びに躍りて

アレッサンドロ スカルラッティ／私は心に感じる

G.F.ヘンデル／私を泣かせてください

齊藤　琴巴

片渕　芹香

榊原　陸人

髙橋　歩夢

P.A.ティリンデッリ／あなたのすべてに

中島　ももみ

蛭田　優莉亜

石川　柊

髙橋　まるみ

眞島　沙耶

植木　れな

内貴　龍聖

渋谷　理子

山内　友太

清野　燈和

川又　千世



1st International Vocal Competition TOKYO

E6010704 作品/役名 言語 日本語

14:55 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

E2010704 作品/役名 言語 イタリア語

14:59 ソプラノ 千葉 作曲者/曲名

E4010705 作品/役名 言語 イタリア語

15:03 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

E4010703 作品/役名 言語 イタリア語

15:07 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

MI010711 作品/役名 言語 イタリア語

15:13 ソプラノ 宮城 作曲者/曲名

E1010701 作品/役名 言語 イタリア語

15:19 ソプラノ 埼玉１ 作曲者/曲名

MI010704 作品/役名 言語 イタリア語

15:23 バリトン 宮城 作曲者/曲名

E6010705 作品/役名 言語 イタリア語

15:29 テノール 神奈川 作曲者/曲名

XE010704 作品/役名 言語 イタリア語

15:35 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

MI010701 作品/役名 言語 イタリア語

15:41 メゾソプラノ 宮城 作曲者/曲名

C2010706 作品/役名 言語 イタリア語

15:47 カウンターテナー 愛知２ 作曲者/曲名

E4010702 作品/役名 言語 イタリア語

15:51 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

E5010705 作品/役名 言語 イタリア語

15:57 ソプラノ 埼玉2 作曲者/曲名

十人委員会の凋落/

アレッサンドロ スカルラッティ／貴方が私の死の栄光を

スカルラッティ／菫

フィガロの結婚/フィガロ

モーツァルト／もう飛ぶまいぞ、この蝶々

Stefano Donaudy ／ああ、愛する人の

フランチェスコ・パオロ・トスティ／秘密

榊田　桜嘉

髙田三郎 ／くちなし

ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ／お前を讃える栄光のために

ドメニコ・スカルラッティ／あの恋する蝶のように

ドン・ジョヴァンニ/ツェルリーナ

ヘンデル／苦悩の嵐が

ガウラのアマディージ/ダルダーノ

ジュリオ・カッチーニ／アマリッリ

ドン・ジョヴァンニ/ツェルリーナ

モーツァルト／ぶってよ、マゼット

モーツァルト／恋人よ、さあこの薬で

上田　和音

伊藤　杏

舟山　颯人

櫻井　伶王

清水　陽歌里

浅田　梨緒

小澤　颯人

スカルラッティ／私は心に感じる

高橋　南々美

古市　景子

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

味方　綾音

廣澤　菜々美

三宅　あい



1st International Vocal Competition TOKYO

E6011602 言語 イタリア語

16:20 女声3部 神奈川 作曲者/曲名

E6011603 言語 日本語

16:26 混声4部 神奈川 作曲者/曲名

E6011605 言語 日本語

16:32 混声4部 神奈川 作曲者/曲名

E4011601 言語 英語

16:38 混声 東京2 作曲者/曲名

専修大学松戸高等学校女声合唱団

♬ ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

法政大学第二中・高等学校

ジョアキーノ・ロッシーニ／信仰

土田豊貴／彼方のノック

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

津田　元／うたをうたうのはわすれても

スティーヴン・リーク／滝の精霊

専修大学松戸高等学校混声合唱団	

専修大学松戸高等学校3年生合唱団

高校生アンサンブル部門



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/９月13日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

XE010708 眞島　沙耶
07 高校1/2年生部

門
モーツァルト／喜びに躍りて 川手美保子 1545 板橋地域センター音楽

練習室

SZ010702 植木　れな
07 高校1/2年生部

門

アレッサンドロ スカルラッティ／私

は心に感じる
川手美保子 1600 板橋地域センター音楽

練習室

SZ010703 片渕　芹香
07 高校1/2年生部

門
ヘンデル／私を泣かせてください リナルド 川手美保子 1615

板橋地域センター音楽
練習室

XE010704 清水　陽歌里
07 高校1/2年生部

門

フランチェスコ・パオロ・トスティ／

秘密
田中　健 1830

板橋地域センター音楽
練習室

E4010703 上田　和音
07 高校1/2年生部

門

アレッサンドロ スカルラッティ／貴

方が私の死の栄光を
十人委員会の凋落 田中　健 1845

板橋地域センター音楽
練習室

E1010701 榊田　桜嘉
07 高校1/2年生部

門
スカルラッティ／菫 田中　健 1900 板橋地域センター音楽

練習室

XE010707 中島　ももみ
07 高校1/2年生部

門

P.A.ティリンデッリ／あなたのすべて

に
田中　健 1915 板橋地域センター音楽

練習室



国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

板橋地域センター・音楽練習室 

 
 利用者名（会場掲示）： カンタームス 
 住所：東京都板橋区板橋 3-14-15，電話：03-3963-5049  
 都営三田線「板橋区役所前」駅 A1 出口徒歩 5 分 
  東武東上線「下板橋」下車 10 分 
  JR 埼京線「板橋」下車 20 分 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


