
吉岡小鼓音 聖徳大学講師

井上智恵 ミュージカル・声楽指導者, ワイズ・スポーツ＆エ
ンターテインメント所属歌手・俳優

審査員

川上洋司 審査委員長，東京藝術大学名誉教授

田辺とおる コンクール代表，審査委員長代行，元名古屋芸術大
学/名古屋音楽大学客員教授

小畑朱実 コンクール代表代行，審査副委員長，武蔵野音楽大
学教授

本日合格者の本選申込締切：2021年9月26日(日)

信太美奈 審査副委員長，桐朋学園芸術短期大学教授，昭和音
楽大学講師

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22日(水)　東京都町田市

和光大学ポプリホール鶴川

長 裕二 玉川大学芸術学部ミュージカルコース教授

和田哲監 芸名：tekkan, 洗足学園音楽大学ミュージカルコー
ス教授

【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。



E4010802 作品/役名 言語 日本語

10:30 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

FK010802 作品/役名 言語 日本語

10:34 女性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

E1010804 作品/役名 言語 日本語

10:40 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

E4010803 作品/役名 言語 日本語

10:44 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E1010802 作品/役名 言語 日本語

10:48 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

MI010801 作品/役名 言語 日本語

10:52 女性ヴォーカル 宮城 作曲者/曲名

E4010801 作品/役名 言語 日本語

10:56 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E1010806 作品/役名 言語 英語

11:00 男性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

C2010803 作品/役名 言語 英語

11:07 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

E3010801 作品/役名 言語 日本語

11:11 女性ヴォーカル 東京1 作曲者/曲名

HO010804 作品/役名 言語 日本語

11:14 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

E1010801 作品/役名 言語 英語

11:18 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

E6010804 作品/役名 言語 日本語

11:22 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010801 作品/役名 言語 日本語

11:28 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E4010804 作品/役名 言語 英語

11:32 女性ヴォーカル 東京1 作曲者/曲名

HO010807 作品/役名 言語 日本語

11:36 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

E1010805 作品/役名 言語 日本語

11:40 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

ミュージカル小学生部門

チャールズ ストラウス／ふたりでいればいい

モアナと伝説の海/モアナ

リン＝マニュエル・ミランダ／どこまでも

清都　莉子

中尾　道仁

阪上　友菜

鈴村　ひなた

アーレン／虹の彼方に

モアナと伝説の海/モアナ・ワイアリキ

アナと雪の女王/エルサ

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

アニー/アニー

オペラ リトルプリンス 魔法のオペラ/リトルプリンス

レイチェル・ポートマン／私の惑星で

レ・ミゼラブル/ガブローシュ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／ちびっこ仲間

アニー/アニー

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

ティム　ミンチン／NAUGHTY

アニー/アニー

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

モアナと伝説の海/モアナ・ワイアリキ

モアナと伝説の海/モアナ

リン=マニュエル・ミランダ／どこまでも

リン=マニュエル・ミランダ／どこまでも

イントゥ・ザ・ウッズ/赤ずきん

スティーブン　ソンハイム／アイ・ノウ・シングズ・ナウ

アニー/アニー

チャールズ　ストラウス／トゥモロー

チキチキバンバン/ジェミマ

リチャード・M・シャーマン、ロバート・B・シャーマン／素敵なトゥルーリー

クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロバート・ロペス／ありのままで

魔法にかけられて/ジゼル

アラン・メンケン／歌ってお仕事

オズの魔法使/ドロシー

リン=マニュエル・ミランダ／どこまでも

マチルダ/マチルダ

永島　叶和

山見　亜希

森田　凛

上野　彩喜

久保田　乃戸香

菅原　琥千

中川　陽葵

田中　優衣

内藤　朝

前田　礼

森田　レイ

遊佐　こまり

久保　陽向子

アナと雪の女王/アナ

クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロバート・ロペス／生まれてはじめて



E4010905 作品/役名 言語 英語

12:00 女性ヴォーカル 東京1 作曲者/曲名

E4010908 作品/役名 言語 日本語

12:04 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

HO010901 作品/役名 言語 日本語

12:10 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

E1010901 作品/役名 言語 英語

12:16 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

E4010902 作品/役名 言語 英語

12:22 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E1010903 作品/役名 言語 日本語

12:28 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

E6010902 作品/役名 言語 日本語

12:34 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E2010901 作品/役名 言語 日本語

12:40 女性ヴォーカル 千葉 作曲者/曲名

HO010904 作品/役名 言語 日本語

12:46 男性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

E5010901 作品/役名 言語 日本語

12:52 女性ヴォーカル 埼玉2 作曲者/曲名

E6010901 作品/役名 言語 日本語

12:56 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

SZ010901 作品/役名 言語 日本語

13:02 女性ヴォーカル 静岡 作曲者/曲名

E3010902 作品/役名 言語 日本語

13:08 女性ヴォーカル 東京1 作曲者/曲名

♬ ミュージカル小/中学生部門：ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

アンドルー・ロイド・ウェバー／墓場にて

ウィキッド/グリンダ

ステファン・シュワルツ／ポピュラー

アラン・メンケン／私が生きてこなかった人生

エリザベート/エリザベート

シルベスター・リーヴァイ／私だけに

ウィキッド/エルファバ

スティーヴン・シュワルツ／魔法使いと私

リトル・マーメイド/アリエル

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

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／パート・オブ・ユア・ ワールド

モーツァルト/ヴォルフガング・モーツァルト

天使にラブ・ソングを/メアリー・ロバート

リトル・マーメイド/アリエル

シルヴェスター・リーヴァイ／僕こそ音楽

リトルマーメイド/アリエル

アラン・メンケン／どんな夢より

スティーブン・シュワルツ／ポピュラー

新條　月渚

岩淵　心咲

アラン・メンケン／我が家

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

マルグリット/マルグリット

高橋　彩実

ミュージカル中学生部門

ルグラン／チャイナ・ドール

アメリ/アメリ

ダニエル・メッセ／夢見る人は生きづらい

美女と野獣/ベル

梁　世姫

相田　美音

森田　ハンナ

井手　柚花

山口　紗來

諏訪　さくら

荒木　華音

前粟藏　菜々子

吉野　咲菜

中川　湊斗



E6010329 作品/役名 言語 ドイツ語

14:10 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010333 作品/役名 言語 日本語

14:16 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

NG010301 作品/役名 言語 日本語

14:22 女性ヴォーカル 長野 作曲者/曲名

E4010324 作品/役名 言語 英語

14:28 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E6010335 作品/役名 言語 英語

14:34 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010303 作品/役名 言語 日本語

14:40 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010304 作品/役名 言語 日本語

14:46 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010324 作品/役名 言語 日本語

14:52 男性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010307 作品/役名 言語 英語

14:56 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E1010306 作品/役名 言語 英語

15:02 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

E6010336 作品/役名 言語 日本語

15:06 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010320 作品/役名 言語 日本語

15:12 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

C2010309 作品/役名 言語 日本語

15:16 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

XE010301 作品/役名 言語 日本語

15:22 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

アラン　メンケン／我が家

クロード=ミシェル･シェーンベルク／夢やぶれて

アナと雪の女王/アナ

クリスティン・アンダーソン・ロペス、ロバート・ロペス／生まれてはじめて

レ・ミゼラブル/ファンティーヌ

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

スティーブンフラハティ／夢の中で

モダンミリー/ミリー

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

美女と野獣/ベル

リヴァーイ・シェルヴェスター／星から降る金

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

ステファン・フラハティ／俺のペテルブルグ

ジーイーン・テオーリ／ギミギミ

レ・ミゼラブル/エポニーヌ

アナスタシア/ディミトリ

エルトン・ジョン／サークル・オブ・ライフ

シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに

ライオンキング/ラフィキ

ミュージカル部門

エリザベート/エリザベート

ジニーン　テソーリ／リングオブキーズ

モーツァルト！/ ヴァルトシュテッテン男爵夫人

ハンスジマー／シャドウランド

ミュージカル　マチルダ/マチルダ

ティム　ミンチン／ノーティ

ライオンキング/ナラ

アナスタシア/アーニャ

ファンホーム/アリソン

高倉　小桃愛

脇田　つぐみ

日高　康平

舩坂　彩香音

大久保　実生

望月　陽茉莉

小泉　碧桜

千賀　亮佳

万光　真央

佐藤　樹璃

榊原　のり子

榛葉　ゆうな

好岡　瞳

高橋　彩実



E6010309 作品/役名 言語 英語

15:45 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E1010304 作品/役名 言語 日本語

15:49 女性ヴォーカル 埼玉１ 作曲者/曲名

XE010332 作品/役名 言語 英語

15:53 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010309 作品/役名 言語 日本語

15:59 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E6010345 作品/役名 言語 英語

16:05 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010305 作品/役名 言語 日本語

16:11 男性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

SZ010301 作品/役名 言語 英語

16:15 女性ヴォーカル 静岡 作曲者/曲名

E6010328 作品/役名 言語 英語

16:19 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010340 作品/役名 言語 日本語

16:23 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010325 作品/役名 言語 英語

16:29 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010307 作品/役名 言語 英語

16:35 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

FK010303 作品/役名 言語 英語

16:39 女性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

XE010305 作品/役名 言語 英語

16:45 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010307 作品/役名 言語 日本語

16:49 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010312 作品/役名 言語 英語

16:55 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010315 作品/役名 言語 日本語

17:15 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E6010330 作品/役名 言語 英語

17:21 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E5010308 作品/役名 言語 日本語

17:27 女性ヴォーカル 埼玉2 作曲者/曲名

XE010335 作品/役名 言語 英語

17:33 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010315 作品/役名 言語 日本語

17:39 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

リトルマーメイド/アースラ

アラン・メンケン／パパのかわいい天使

遠藤　美帆

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

デヴィッド・ヤズべック／オマル・シャリーフ

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

フランク　ワイルドホーン／新しい生活

シー・ラヴズ・ミー/アマリア

ジェリー・ボック／バニラアイスクリーム

リチャード・ロジャース／自信を持って

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン/ブレンダ

マーク　シャイマン／フライ、フライアウェイ

ジキルとハイド/ルーシーハリス

アンドリュー・ロイド・ウェバー／シンクオブミー

バンズ・ヴィジット/ディナ

サウンド・オブ・ミュージック/マリア

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

シルヴェスター　リーヴァイ／100万のキャンドル

リトルショップオブホラーズ/オードリー

アラン・メンケン／どこかにある緑に囲まれた夢の場所

ジプシー/ローズ・ハーヴィック

フレドリク・ロウ／踊り明かそう

シンシア・ローパー／間違いだらけの恋の歴史

ノートルダムの鐘/カジモド

アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド

ザ・ワイルド・パーティー/ケイト

アンドリュー・リッパー／ザ・ライフ・オブ・ザ・パーティー

ジューリースタイン／全てが薔薇色になる

マイ・フェア・レディ/イライザ・ドゥーリトル

マリーアントワネット/マルグリット

アランメンケン／僕の願い

リトルマーメイド/アリエル

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

アナスタシア /アーニャ

ステファン・フラハティ／夢の中で

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

キンキーブーツ/ローレン

シー・ラヴズ・ミー/アマリア

レ・ミゼラブル/エポニーヌ

ジェリー・ボック／バニラアイスクリーム

アナと雪の女王２/エルサ

伊藤　奏音

泉　知花

原口　琴美

平野　真友

三枝　愛芽

下川　弓絵

米澤　文音

土屋　かれん

小星　光

松尾　音音

川上　夏希

塩川　理津子

尾﨑　あかり

佐桑　有香

ルイス　魅麗セーラ

笠原　希々花

町田　つくし

佐野　いずみ

嶺井　真希



E6010337 作品/役名 言語 英語

17:45 男性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E6010315 作品/役名 言語 日本語

17:49 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010322 作品/役名 言語 日本語

17:55 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010321 作品/役名 言語 日本語

18:02 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E6010321 作品/役名 言語 日本語

18:08 男性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

E3010307 作品/役名 言語 日本語

18:14 女性ヴォーカル 東京1 作曲者/曲名

XE010333 作品/役名 言語 日本語

18:18 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010317 作品/役名 言語 日本語

18:40 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

E4010319 作品/役名 言語 日本語

18:44 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名

XE010329 作品/役名 言語 英語

18:50 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010324 作品/役名 言語 日本語

18:56 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E5010305 作品/役名 言語 日本語

19:00 男性ヴォーカル 埼玉2 作曲者/曲名

E6010338 作品/役名 言語 日本語

19:04 女性ヴォーカル 神奈川 作曲者/曲名

XE010320 作品/役名 言語 英語

19:08 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010309 作品/役名 言語 英語

19:14 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010306 作品/役名 言語 日本語

19:20 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010305 作品/役名 言語 日本語

19:26 女性ヴォーカル 東京2 作曲者/曲名 マシューワイルダー／リフレクション

高橋知伽江／生まれてはじめて

ブレンダラッセル、アーリーウィリス、ステファンブレイ／ここにいる

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン/フランク・ウィ
リアム・アバクネイル・ジュニア

アンドリュー・ロイド・ウェバー／ブエノスアイレス

キャンディード/クネゴンデ

アナスタシア/アーニャ

ステファンフラハティ／夢の中で

ジェーン・エア/ジェーン・エア

マーク・ショーンフェルド＆バリー・マックファーソン／ワンス　アポン　ア　タイム

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／星よ

アナと雪の女王/アナ

ジェイソン・ハウランド／アストニッシング

プリンセスと魔法のキス/ティアナ

ランディ・ニューマン／夢まで あとすこし

山﨑　由晏

羽根渕　里菜

マーク・シャイマン／グッバイ

エビータ/エバ・ペロン

レナード・バーンスタイン／着飾って輝いて

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

♬ ミュージカル部門：ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

ゴードン／ふたりのポートレート

ムーラン/ムーラン

カラーパープル/セリー

アンドルー・ロイド・ウェバー／スィンク・オブ・ミー

レ・ミゼラブル/ジャベール

ポカホンタス/ポカホンタス

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／命をあげよう

若草物語/ジョー

ウエスト・サイド・ストーリー/マリア

レナード・バーンスタイン／心がときめく

美女と野獣/野獣

アラン・メンケン／愛せぬならば

ミス・サイゴン/キム

アランメンケン／カラーオブザウィンド

ブルックリン/ブルックリン

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

森田　真希

小野　りり子

彌吉　優花

田中　華乃

多賀　政貴

城田　さおり

花田　留衣

栁沢　明璃咲

久富　るな

大川　優奈

森　麻理子

岩田　大輝

西田　裕奈

鈴木　百子

末永　七海



結果 氏名 作曲者／演奏曲「作品名」

第1位 藤井　恵
A.L.ウェバー／まなざしだけで「サンセット大通り」

アラン・メンケン／不幸せな魂「リトルマーメイド」

第2位 入江　真名
ワイルドホーン／もしも叶うなら「カルメン」

エルトン・ジョン／シャドウランド「ライオンキング」

第3位 鍬　颯介
ジェイソン・ブラウン／ムービング トゥー ファスト「ラスト5イヤーズ」、

A.L.ウェバー／全ては幻「ウーマン・イン・ホワイト」

第4位 本杉　隆朗
ジェロルド・ルイス・ボック／彼女は僕を愛してる「シー・ラヴズ・ミー」

アラン・メンケン／愛せぬならば「美女と野獣」

第5位 保々　あず美
リーヴァイ／ダンスはやめられない「モーツァルト！」

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」

第5位 柴田　鴻洋
アラン・メンケン／自慢の息子「アラジン」

アラン・メンケン／石になろう「ノートルダムの鐘」

奨励賞 ルイス　魅麗セーラ
バラード、 スチュワート、ルービン／あなたと「ゴースト」

M.ロジャース／シャイ「ワンス アポン ア マットレス」

奨励賞 彌吉　優花
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」

アラン・メンケン／スピーチレス～心の声「アラジン」

奨励賞 嶺井　真希
スタイン／アイム・ダ・グレイテスト・スター「ファニーガール」

高田浩／シャイニングスター「リトルプリンス」

奨励賞 小野田　真子
A.リッパ／引っ張られて「アダムスファミリー」

ジェイソン・ハウランド／アストニシング「若草物語」

奨励賞 丹治　聡美
S.シュワルツ／魔法使いと私「ウィキッド」

ハンス・ジマー／シャドウランド「ライオンキング」

奨励賞 天上　うらら
シェーンベルク／命をあげよう「ミス サイゴン」

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」

入選 野田　冴音
D.ヤズベック／オマール・シャリフ「バンドビジット」

ワイルドホーン／ハウアバウトアダンス「ボニーとクライド」

入選 渡邊　愛子
ソンドハイム／グリンフィンチアンドリネットバード「スウィニートッ

ド」、ジョン・ガンダー／あなたはどこ「蜘蛛女のキス」

入選 大川　優奈
ロジャース／自信を持って「サウンドオブミュージック」

ジニーン・テソーリ／ギミ　ギミ「モダンミリー」

入選 角川　美紗
リーヴァイ／ダンスはやめられない「モーツァルト！」

ジャスティン・ハーウィッツ／オーディション「ララランド」

入選 堂本　祥子
フォスター、トンプソン／アイ・ハブ・ナッシング「ボディガード」

エルトン・ジョン／サークル・オブ・ライフ「ライオンキング」

入選 中村　遙花
シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに「エリザベート」

ジョン・ガンダー／キャバレー「キャバレー」

入選 入江　十和歌
ロジャーズ／サウンド・オブ・ミュージック「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」、S.シュワルツ／ポピュラー「ウィキッド」

2020年　第12回東京国際声楽コンクール・ミュージカル部門

本　選　成　績



結果 氏名 作曲者／演奏曲「作品名」

入選 長野　安梨沙
M.シャイマン／ビックブロンドアンドビューティフル「ヘアースプレー」

M.シャイマン／私の道「ヘアースプレー」

入選 藤井　エレナ
A.リッパ／マイ　ニュー　フィロソフィー「あなたはいい人、チャーリー

ブラウン」、野瀬珠美／一本のバラ「星の王子さま」

入選 橋爪　華琳
アンダーソン＝ロペス、ロペス／イントゥ・ジ・アンノウン「アナと雪の女

王2」、S.シュワルツ／ポピュラー「ウィキッド」

入選 西島　佑美
アラン・ザカリー、マイケルワイナー／傷つかない「ファーストデート」

J.スタイン／私は偉大なスター！「ファニー・ガール」

入選 北原　日菜乃
S.シュワルツ／魔法使いと私「ウィキッド」

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」

入選 神谷　侑里
フランク・ワイルドホーン／ホーム「ワンダーランド」

A.リッパ／引っ張られて「アダムスファミリー」

入選 鶴若　咲季
R.ロジャース／サウンド・オブ・ミュージック「サウンド・オブ・ミュー

ジック」、ステファン・フラハティ／過去への旅「アナスタシア」

入選 岡　菜々子
ステファン・フラハティ／過去への旅「アナスタシア」

R.ニューマン／夢まであとすこし「プリンセスと魔法のキス」

入選 西村　ゆり
F.ロー／踊り明かそう「マイ・フェア・レディ」

N.キャンベル／真実「赤毛のアン」

入選 葛生　有希
R.ニューマン／夢まであとすこし「プリンセスと魔法のキス」、ショーン

フェルド、マクファーソン／ワンス・アポン・ア・タイム「ブルックリン」

入選 塚原　希生
A.L.ウェバー／メモリー「キャッツ」

S.シュワルツ／闇に生きる「ウィキッド」

入選 バリオス　アリアナ
K.アンダーソン＝ロペス/R.ロペス／イントゥジアンノウン「アナと雪の女

王2」、シェーンベルク／オン・マイ・オウン「レ・ミゼラブル」

入選 金指　由希子
S.シュワルツ／私じゃない「ウィキッド」

S.シュワルツ／闇に生きる「ウィキッド」

入選 岸本　由有
ロジャース／サウンド・オブ・ミュージック「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」、フレデリック・ロウ／踊り明かそう「マイ・フェア・レディ」

入選 原口　琴美
ロジャース／サウンド・オブ・ミュージック「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」、アラン・メンケン／歌ってお仕事「魔法にかけられて」

入選 中野　調
ロジャース／サウンド・オブ・ミュージック、アイ・ハブ・コンフィデンス

「サウンド・オブ・ミュージック」

入選 岩野　万結子
シェーンベルク／女って「パイレート・クィーン」、ジェイソン・ロバー

ト・ブラウン／まだ傷ついたまま「ラスト・ファイブ・イヤーズ」

入選 小島　由莉
グレン・バラード／ウィズ・ユー「ミュージカル ゴースト」

ジェイソン・ハウランド／驚くばかり「リトル・ウィメン～若草物語～」

入選 最上　由貴
ジニーン・テソーリ／人生は今始まる「モダン・ミリー」

ジェイ・クオ／ハイヤー「アリージャンス」

入選 遠藤　希林
R.M.シャーマン/R.Bシャーマン／2ペンスを鳩に「メリー・ポピンズ」

A.L.ウェバー/アルゼンチンよ泣かないで「エビータ」

入選 三木谷　莉奈
M.シャイマン／グッド・モーニング・ボルチモア「ヘアスプレー」

M.シャイマン／ユー・キャント・ストップ・ザ・ビート「ヘアスプレー」



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/９月21日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

E4010802 永島　叶和
08 ミュージカル

小学生部門

クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロ

バート・ロペス／生まれてはじめて
アナと雪の女王 冨田　優 1215

板橋区立文化会館

第3練習室

C2010803 阪上　友菜
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／ち

びっこ仲間
レ・ミゼラブル 冨田　優 1230

板橋区立文化会館

第3練習室

HO010901 山口　紗來
09 ミュージカル

中学生部門
アラン・メンケン／我が家 美女と野獣 冨田　優 1245

板橋区立文化会館

第3練習室

E3010902 相田　美音
09 ミュージカル

中学生部門

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
冨田　優 1315

板橋区立文化会館

第3練習室

E1010903 荒木　華音
09 ミュージカル

中学生部門

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
冨田　優 1330

板橋区立文化会館

第3練習室

E4010908 井手　柚花
09 ミュージカル

中学生部門
ダニエル・メッセ／夢見る人は生きづらい アメリ 冨田　優 1345

板橋区立文化会館

第3練習室

FK010802 山見　亜希
08 ミュージカル

小学生部門
チャールズ・ストラウス／トゥモロー アニー 冨田　優 1400

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010801 前田　礼
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
冨田　優 1430

板橋区立文化会館

第3練習室

SZ010901 梁　世姫
09 ミュージカル

中学生部門
スティーヴン・シュワルツ／魔法使いと私 ウィキッド 冨田　優 1445

板橋区立文化会館

第3練習室

E5010901 新條　月渚
09 ミュージカル

中学生部門
アラン・メンケン／どんな夢より

リトルマーメイ

ド
冨田　優 1500

板橋区立文化会館

第3練習室

E3010801 鈴村　ひなた
08 ミュージカル

小学生部門
チャールズ・ストラウス／トゥモロー アニー 冨田　優 1515

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010338 西田　裕奈
03 ミュージカル

部門
高橋知伽江／生まれてはじめて アナと雪の女王 高畠　愛 1545

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010336 榊原　のり子 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 高畠　愛 1600

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010324 日高　康平 03 ミュージカル部門
ステファン・フラハティ／俺のペテルブル

グ
アナスタシア 高畠　愛 1615

板橋区立文化会館

第3練習室

XE010324 森　麻理子 03 ミュージカル部門
アンドルー・ロイド・ウェバー／スィン

ク・オブ・ミー
オペラ座の怪人 高畠　愛 1630

板橋区立文化会館

第3練習室

SZ010301 塩川　理津子
03 ミュージカル

部門

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
高畠　愛 1700

板橋区立文化会館

第3練習室

FK010303 泉　知花
03 ミュージカル

部門
フレドリク・ロウ／踊り明かそう

マイ・フェア・

レディ
高畠　愛 1715

板橋区立文化会館

第3練習室

E3010307 城田　さおり
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 高畠　愛 1730

板橋区立文化会館

第3練習室

E4010324 大久保　実生
03 ミュージカル

部門
ティム　ミンチン／ノーティ

ミュージカル

マチルダ
高畠　愛 1745

板橋区立文化会館

第3練習室

XE010303 小泉　碧桜
03 ミュージカル

部門

リヴァーイ・シェルヴェスター／星から降

る金
モーツァルト！ 高畠　愛 1815

板橋区立文化会館

第3練習室

XE010304 高倉　小桃愛
03 ミュージカル

部門

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
高畠　愛 1830

板橋区立文化会館

第3練習室

E5010308 佐野　いずみ
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 高畠　愛 1845

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010307 笠原　希々花
03 ミュージカル

部門
リチャード・ロジャース／自信を持って

サウンド・オ

ブ・ミュージッ

ク

高畠　愛 1900
板橋区立文化会館

第3練習室

E6010321 多賀　政貴
03 ミュージカル

部門
アラン・メンケン／愛せぬならば 美女と野獣 高畠　愛 1930

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010340 佐桑　有香
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
高畠　愛 1945

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010902 前粟藏　菜々子
09 ミュージカル

中学生部門
シルベスター・リーヴァイ／私だけに エリザベート 高畠　愛 2000

板橋区立文化会館

第3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 

板橋区立文化会館・第 2, 3 練習室（地下 1 階） 

 
 利用者名（会場掲示）： カンタームス 
 住所：東京都板橋区大山東町 51-1，電話：03-3579-2222 
 東武東上線「大山」駅北口徒歩 3 分 
 都営三田線「板橋区役所前」駅 A3 出口徒歩 7 分 
 商店街に面したホール入り口ではなく、脇道を入った管理事務所入り口より

入館。 
 

 

 

 

 

 


