
柏木敦子 武庫川女子大学教授

荒田祐子 大阪音楽大学教授，関西歌劇団常務理事

【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。

坂口尚平 指揮者, 堺シティオペラ芸術スーパーバイザー

第1回

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

西日本准本選

2021年9月24日(金)　大阪府堺市

堺市立西文化会館ウェスティホール

本日合格者の本選申込締切：10月3日(日)

泉 貴子 相愛大学音楽学部教授

審査員

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/名古屋音楽大学大学院客員教授

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

小濱妙美 審査副委員長，京都市立芸術大学教授



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010102 作品/役名 言語 イタリア語

10:30 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010101 作品/役名 言語 イタリア語

10:36 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010102 作品/役名 言語 英語

10:42 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W3010101 作品/役名 言語 イタリア語

10:48 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

XW010104 作品/役名 言語 イタリア語

10:55 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

W4010101 作品/役名 言語 イタリア語

10:59 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

C2010104 作品/役名 言語 イタリア語

11:06 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

C2010103 作品/役名 言語 ドイツ語

11:10 バス 愛知２ 作曲者/曲名

XW010105 作品/役名 言語 イタリア語

11:16 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010103 作品/役名 言語 フランス語

11:22 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010105 作品/役名 言語 イタリア語

11:29 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

ジュリアス・シーザー/クレオパトラ

ヘンデル／この胸に息のある限り

横井　元子

佐藤　紗貴子

束原　由貴

本　華子

加々良　弦

加治屋　菜美子

大貫　亜以

モーツァルト／おっしゃらないで、私の愛しい人よ

マノン・レスコー/マノン

プッチーニ／この柔らかなレースの中で

瀧川　珠生

清水　進

西村　奈津子

津野　里絵子

グノー／愛よ　私を勇気づけて

修道女アンジェリカ/アンジェリカ

歌曲集　「冬の旅」/

シューベルト／宿屋

カプレーティとモンテッキ/ロメオ

ロメオとジュリエット/ロメオ

ヴァッカイ／あぁ、御身は眠る

泥棒とオールドミス/レティーシャ

ランメルモールのルチア/ルチア

メノッティ／私を盗んで

ドニゼッティ／あたりは静けさにつつまれ

トスカ/カヴァラドッシ

プッチーニ／星は光りぬ

ドン・ジョヴァンニ/ドンナ・アンナ

ベッリーニ／ロメオが御子息を死に至らしめたのなら

ロミオとジュリエット/ジュリエット

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬グランプリ部門、ロビーにて結果発表および入選メダル授与 ♬ 

プッチーニ／母もなしに

 グランプリ部門



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010409 作品/役名 言語 ドイツ語

12:15 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010412 作品/役名 言語 フランス語

12:22 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

XW010405 作品/役名 言語 イタリア語

12:29 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010402 作品/役名 言語 イタリア語

12:36 バス 地区大会免除 作曲者/曲名

W1010405 作品/役名 言語 英語

12:43 ソプラノ 京都 作曲者/曲名

HR010405 作品/役名 言語 イタリア語

12:50 ソプラノ 広島 作曲者/曲名

XW010406 作品/役名 言語 フランス語

12:57 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010402 作品/役名 言語 イタリア語

13:04 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

XW010403 作品/役名 言語 イタリア語

13:10 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

W1010404 作品/役名 言語 フランス語

13:30 バリトン 京都 作曲者/曲名

OK010401 作品/役名 言語 イタリア語

13:37 ソプラノ 岡山 作曲者/曲名

W3010404 作品/役名 言語 イタリア語

13:44 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

C2010407 作品/役名 言語 イタリア語

13:51 メゾソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

HR010401 作品/役名 言語 イタリア語

13:58 バリトン 広島 作曲者/曲名

C2010406 作品/役名 言語 イタリア語

14:04 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W2010401 作品/役名 言語 イタリア語

14:11 ソプラノ 大阪１ 作曲者/曲名

C2010405 作品/役名 言語 イタリア語

14:18 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W1010403 作品/役名 言語 フランス語

14:24 ソプラノ 京都 作曲者/曲名

佐々木　真衣

柴田　千沙都

大江　留菜

G.ヴェルディ／ありがとう、愛する友よ

真珠採り/ズルガ

ハムレット/オフィーリア

興梠　紗莉奈

松橋　香音

横江　真央子

宗包　光史朗

西田　みずほ

御牧　彩加

龍　緋花里

高井　理恵

村本　七海

小島　佳世

黒田　美羽

偽の女庭師/サンドリーナ

ヴェルディ／私の最後の日が

カプレーティ家とモンテッキ家/ジュリエッタ

イリス/イリス

ドン・カルロ/ロドリーゴ

ベッリーニ／ああ、幾たびか

運命の力/レオノーラ

ヴェルディ／憐れみ深い聖母よ

モーツァルト／私たち哀れな女たちは

ルイーズ/ルイーズ

シャルパンティエ／その日から

新進声楽家部門

ヴェルディ／ひとり寂しく眠ろう

キャンディード/クネゴンデ

ロミオとジュリエット/ジュリエット

成田　朋加

栗坂　英雄

釘宮　冴月

魔笛/夜の女王

W.A.モーツァルト／恐れることはない、若者よ 〜 私は苦悩の中に

グノー／あぁ！何という戦慄が！

イングランド王リチャード1世/コスタンツァ

ヘンデル／愛するお方が亡くなられたとあらば

ドン・カルロ/フィリッポ2世

バーンスタイン／きらびやかに着飾って

トマ／皆さん、お花をわけてあげましょう

アドリアーナルクヴルール/アドリアーナ

フランチェスコ　チレア／私はおとなしい下僕

シチリア島の夕べの祈り/エレナ

ビゼー／嵐は収まった

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

宮尾　和真

オテロ/デズデーモナ

G.ヴェルディ／柳の歌

ドン・パスクワーレ/ノリーナ

ドニゼッティ／あの目に騎士は

マスカーニ／私は悲しい夢を見た

偽りの女庭師/ラミーロ

モーツァルト／愛の優しい道づれよ



1st International Vocal Competition TOKYO

W3010401 作品/役名 言語 イタリア語

14:30 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

HR010403 作品/役名 言語 英語

14:37 ソプラノ 広島 作曲者/曲名

C2010403 作品/役名 言語 イタリア語

14:44 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W2010402 作品/役名 言語 フランス語

15:05 ソプラノ 大阪１ 作曲者/曲名

W1010401 作品/役名 言語 イタリア語

15:11 ソプラノ 京都 作曲者/曲名

XW010401 作品/役名 言語 フランス語

15:17 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

W4010403 作品/役名 言語 イタリア語

15:24 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

XW010404 作品/役名 言語 イタリア語

15:31 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C1010403 作品/役名 言語 イタリア語

15:38 ソプラノ 愛知１ 作曲者/曲名

W3010402 作品/役名 言語 イタリア語

15:45 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

XW010408 作品/役名 言語 イタリア語

15:51 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

髙木　華奈

玉置　彩音

宮本　佳奈

小島　万里奈

林　愛理沙

前田　真希

藤原　晴珠

谷　菜々子

田邊　実優

佐藤　真由子

奥重　沙希

ビゼー／何を恐れることがありましょう

カプレーティ家とモンテッキ家/ジュリエッタ

ティレジアスの乳房/テレーズ

ドニゼッティ／あたりは静けさに包まれ

キャンディード/クネゴンデ

カルメン/ミカエラ

プッチーニ／母もなしに

ランメルモールのルチア/ルチア

レナード バーンスタイン／きらびやかに着飾って

プーランク／いいえ旦那様

修道女アンジェリカ/アンジェリカ

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

清教徒/エルヴィラ

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

♬ 新進声楽家部門、ロビーにて結果発表および入選メダル授与 ♬ 

リタ/リタ

ドニゼッティ／この清潔で愛らしい宿よ

十字軍のロンバルディア人/ジゼルダ

ベッリーニ／ああ、幾度か

アリアダンテ/アリアダンテ

ヘンデル／暗く不吉な夜が明けて

ベッリーニ／もしも私に墓があるとしたら

ヴェルディ／夢ではなかった！

テンダのベアトリーチェ/ベアトリーチェ

ベッリーニ／あなたの優しい声が



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/９月23日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

W1010404 宮尾　和真
04 新進声楽家部

門
ビゼー／嵐は収まった 真珠採り 水谷彰子 1845

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2010105 大貫　亜以
01 グランプリ部

門
プッチーニ／母もなしに

修道女アンジェ

リカ
水谷彰子 1900

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010409 興梠　紗莉奈
04 新進声楽家部

門

W.A.モーツァルト／恐れることはない、若

者よ 〜 私は苦悩の中に
魔笛 水谷彰子 1915

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010405 横江　真央子
04 新進声楽家部

門

ヘンデル／愛するお方が亡くなられたとあ

らば

イングランド王

リチャード1世
水谷彰子 1930

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010104 加々良　弦
01 グランプリ部

門
プッチーニ／星は光りぬ トスカ 水谷彰子 2000

堺シティオペラ・

エタニティエイト



 

 

国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

堺シティオペラ・エタニティエイト 

 
 利用者名（会場掲示）：なし（民間ビル内） 
 住所：堺市北区百舌鳥赤畑町 4-256 八光ビル 4 階，TEL：072-254-1151 
 JR 阪和線 百舌鳥駅東口徒歩１分 

 アクセス詳細   http://sakai-city-opera.jp/publics/index/7/ 

【土足厳禁】 

 

 

 

 

 

 

 

 


