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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25日(土)　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)

松田昌恵 大阪音楽大学教授

石橋栄実 大阪音楽大学教授，大阪音楽大学付属音楽院院長

【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

XW010201 作品/役名 言語 ドイツ語

11:00 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010204 作品/役名 言語 イタリア語

11:06 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

W1010201 作品/役名 言語 ドイツ語

11:12 メゾソプラノ 京都 作曲者/曲名

E3010201 作品/役名 言語 ドイツ語

11:18 ソプラノ 東京1 作曲者/曲名

E2010201 作品/役名 言語 ドイツ語

11:24 バス 千葉 作曲者/曲名

KM010201 作品/役名 言語 ドイツ語

11:30 ソプラノ 熊本 作曲者/曲名

XW010203 作品/役名 言語 ドイツ語

11:36 バリトン 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010202 作品/役名 言語 日本語

11:42 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E5010204 作品/役名 言語 イタリア語

11:46 テノール 埼玉2 作曲者/曲名

W4010203 作品/役名 言語 イタリア語

11:52 テノール 兵庫 作曲者/曲名

C2011003 作品/役名 言語 イタリア語

12:15 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

HR011001 作品/役名 言語 イタリア語

12:22 テノール 広島 作曲者/曲名

C2011002 作品/役名 言語 イタリア語

12:26 ソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W3011001 作品/役名 言語 イタリア語

12:32 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

W1011001 作品/役名 言語 イタリア語

12:38 ソプラノ 京都 作曲者/曲名

W4011001 作品/役名 言語 イタリア語

12:44 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬歌曲部門・愛好者Y部門、ロビーにて結果発表および入選メダル授与 ♬ 

歌曲部門

トスティ／もう一度

中田喜直／火の島

トスティ／私は死にたい

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

声楽愛好者Y部門

モーツァルト／アリア「偉大な魂、高貴な心を」

カルディロ／カタリ、カタリ(つれない心)

モーツァルト／恋人よ早くここへ

スタニスラオ・ガスタルドン／禁じられた歌

ドニゼッティ／甘い感動の涙が

トスティ／さようなら

《6つの歌曲》Op.17/

ヴォルフ／ミニヨン "ご存知ですかあの国を"

R.シュトラウス／セレナード

フランツ　シューベルト／宿屋

リヒャルト・シュトラウス／アモール

ブラームス／永遠の愛

松岡　洋平

岡本　志帆

野村　拓海

日下部　求

ルイージ・ルッツィ／アヴェ　マリア

ポリウート/パオリーナ

フィガロの結婚/スザンナ

鈴木　晴

小菅　あかり

シューベルト／糸を紡ぐグレートヒェン

椎葉　優

加々良　弦

柚木　玲衣加

前田　紗希

清水　進

興梠　紗莉奈

山路　望瑛

東岸　昌真

松永　萌

古賀　留美子



1st International Vocal Competition TOKYO

HR011104 作品/役名 言語 イタリア語

13:30 テノール 広島 作曲者/曲名

W2011108 作品/役名 言語 フランス語

13:33 ソプラノ 大阪１ 作曲者/曲名

W4011103 作品/役名 言語 イタリア語

13:40 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

W4011101 作品/役名 言語 イタリア語

13:44 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

W3011104 作品/役名 言語 ドイツ語

13:51 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

C2011107 作品/役名 言語 イタリア語

13:57 メゾソプラノ 愛知２ 作曲者/曲名

W3011107 作品/役名 言語 イタリア語

14:03 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

W3011105 作品/役名 言語 イタリア語

14:10 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

W2011104 作品/役名 言語 イタリア語

14:16 ソプラノ 大阪１ 作曲者/曲名

C2011101 作品/役名 言語 イタリア語

14:22 バリトン 愛知２ 作曲者/曲名

HR011103 作品/役名 言語 イタリア語

14:28 ソプラノ 広島 作曲者/曲名

蝶々夫人/蝶々さん

モーツァルト／ああ、愛の喜びは消え

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

ヴェルディ／神秘

ベッリーニ／ああ、幾度か

コジ・ファン・トゥッテ/フィオルディリージ

モーツァルト／岩のように動かずに

プッチーニ／歌に生き　愛に生き

カプレーティ家とモンテッキ家/ジュリエッタ

トスカ/トスカ

タリアフェッリ　ヴァレンテ／情熱

夢遊病の女/アミーナ

ベッリーニ／気も晴れ晴れと

深野　量枝

声楽愛好者A部門

リゴレット/公爵

ヴェルディ／女心の歌

マスネ／彼は優しく、美しい

ラ・ボエーム/ムゼッタ

プッチーニ／私が街を歩けば

中野　佳予子

加藤　武志

プッチーニ／ある晴れた日に

魔笛/パミーナ

エロディアード/サロメ

小池　浩康

神保　智

竹田　典子

中島　淳子

永田　智子

西嶋　満美子

福田　真美子

澤山　和歌子



1st International Vocal Competition TOKYO

W3011106 作品/役名 言語 イタリア語

14:50 ソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

C2011103 作品/役名 言語 イタリア語

14:57 テノール 愛知２ 作曲者/曲名

KM011101 作品/役名 言語 日本語

15:01 ソプラノ 熊本 作曲者/曲名

W3011102 作品/役名 言語 イタリア語

15:07 メゾソプラノ 大阪２ 作曲者/曲名

W2011107 作品/役名 言語 イタリア語

15:11 バリトン 大阪１ 作曲者/曲名

OK011101 作品/役名 言語 イタリア語

15:17 メゾソプラノ 岡山 作曲者/曲名

W1011102 作品/役名 言語 イタリア語

15:23 メゾソプラノ 京都 作曲者/曲名

W4011104 作品/役名 言語 フランス語

15:29 ソプラノ 兵庫 作曲者/曲名

C2011106 作品/役名 言語 イタリア語

15:35 バス 愛知２ 作曲者/曲名

C1011101 作品/役名 言語 フランス語

15:41 メゾソプラノ 愛知１ 作曲者/曲名

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

♬ 声楽愛好者A部門、ロビーにて結果発表および入選メダル授与 ♬ 

ヴェルディ／まるで空から降ってくるような闇

サムソンとダリラ/ダリラ

サン＝サーンス／私の心はあなたの声に花開く

トスティ／最後の歌

フランチェスコ・チレア／苦い官能　甘い責苦

アドリアーナ　ルクヴルール/ブイヨン公爵

チレア／苦い喜び

カルディッロ／つれない心

グノー／私は夢に生きたい

マクベス/バンコー

アドリアーナ・ルクヴルール/ブイヨン公爵夫人

小林秀雄／落葉松

セビリアの理髪師/ロジーナ

ロッシーニ／今の歌声は

ロミオとジュリエット/ジュリエット

トスティ／夢

橋爪　麻衣

鈴木　博子

山本　三岐子

藤田　恵子

末吉　景子

仲谷　昌敏

キム　ステ

市川　太一

上村　加代子

長澤　珠貴



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/９月24日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

XW010203 松岡　洋平 02 歌曲部門 ブラームス／永遠の愛 市川麻里子 1630
堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2011107 キム　ステ
11 声楽愛好者Ａ

部門
トスティ／最後の歌 市川麻里子 1645

堺シティオペラ・

エタニティエイト

HR011104 小池　浩康
11 声楽愛好者Ａ

部門
ヴェルディ／女心の歌 リゴレット 市川麻里子 1700

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3011107 西嶋　満美子
11 声楽愛好者Ａ

部門
ベッリーニ／ああ、幾度か

カプレーティ家

とモンテッキ家
市川麻里子 1715

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4011104 末吉　景子
11 声楽愛好者Ａ

部門
グノー／私は夢に生きたい

ロミオとジュリ

エット
市川麻里子 1745

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3011104 深野　量枝
11 声楽愛好者Ａ

部門
モーツァルト／ああ、愛の喜びは消え 魔笛 市川麻里子 1800

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2011107 永田　智子
11 声楽愛好者Ａ

部門
ヴェルディ／神秘 市川麻里子 1815

堺シティオペラ・

エタニティエイト

OK011101 山本　三岐子
11 声楽愛好者Ａ

部門

フランチェスコ・チレア／苦い官能　甘い

責苦

アドリアーナ・

ルクヴルール
市川麻里子 1830

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2011108 神保　智
11 声楽愛好者Ａ

部門
マスネ／彼は優しく、美しい エロディアード 市川麻里子 1900

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2011002 松永　萌
10 声楽愛好者Ｙ

部門
モーツァルト／恋人よ早くここへ フィガロの結婚 市川麻里子 1915

堺シティオペラ・

エタニティエイト

KM010201 興梠　紗莉奈 02 歌曲部門 リヒャルト・シュトラウス／アモール 市川麻里子 1930
堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010201 椎葉　優 02 歌曲部門 シューベルト／糸を紡ぐグレートヒェン 市川麻里子 1945
堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010204 加々良　弦 02 歌曲部門 トスティ／さようなら 市川麻里子 2015
堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2011003 山路　望瑛
10 声楽愛好者Ｙ

部門

モーツァルト／アリア「偉大な魂、高貴な

心を」
市川麻里子 2030

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 


