
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

村井幹子 大阪芸術大学教授、相愛大学講師

前田繁実 宝塚音楽学校講師, 宝塚歌劇団編作曲家

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26日(日)　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)

楓 八州子 審査副委員長，XPACE風音舎主宰

浅井智子 Shineヴォーカル教室・Shine Musical Studio主
宰

帯刀享子 ボーカルスクールKiyoressimo主宰

【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

C2010801 作品/役名 言語 日本語

9:40 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

HO010802 作品/役名 言語 日本語

9:46 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

KM010801 作品/役名 言語 日本語

9:50 女性ヴォーカル 熊本 作曲者/曲名

W4010803 作品/役名 言語 英語

9:54 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010808 作品/役名 言語 日本語

10:00 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W4010805 作品/役名 言語 日本語

10:04 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010806 作品/役名 言語 日本語

10:08 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W3010805 作品/役名 言語 日本語

10:12 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

FK010801 作品/役名 言語 日本語

10:16 女性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

W2010805 作品/役名 言語 日本語

10:19 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

W2010802 作品/役名 言語 日本語

10:23 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

ミュージカル小学生部門

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

山口琇也／小鳥の歌

ランディ　ニューマン／夢まであとすこし

アニー/アニー

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

宮所　陽日

藤田　ありさ

荒木　友梨花

櫻木　綾乃

モーリー・イェストン／ホーム（私の夢が叶う場所）

ひめゆり/ゆき

モアナと伝説の海/モアナ

リンｰマニュエル・ミランダ／どこまでも

レ・ミゼラブル/リトル　コゼット

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／雲の上のお城

ファントム/クリスティーヌ

サウンド・オブ・ミュージック/マリア

リチャード・ロジャース／ひとりぼっちの羊飼い

アニー/アニー

マリスチャーラップ／アイムフライング

グレッグ　カースティン、シア　ファーラー、ウィル　グラック／オポチュニティ

アニー/アニー

チャールズ・ストラウス／トゥモロー

プリンセスと魔法のキス/ティアナ

サウンド・オブ・ミュージック/マリア

リチャード・ロジャース／ひとりぼっちの羊飼い

小坂　寧音

山本　咲喜

坂西　凛音

藤井　エレナ

浦　真亜咲

松田　果子

作田　くるみ



1st International Vocal Competition TOKYO

W3010905 作品/役名 言語 日本語

10:45 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

HR010901 作品/役名 言語 英語

10:51 女性ヴォーカル 広島 作曲者/曲名

FK010901 作品/役名 言語 日本語

10:55 女性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

HR010902 作品/役名 言語 日本語

10:59 女性ヴォーカル 広島 作曲者/曲名

W4010901 作品/役名 言語 日本語

11:05 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010904 作品/役名 言語 日本語

11:11 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W1010901 作品/役名 言語 日本語

11:18 女性ヴォーカル 京都 作曲者/曲名

HO010903 作品/役名 言語 日本語

11:22 女性ヴォーカル 北海道 作曲者/曲名

W4010904 作品/役名 言語 日本語

11:29 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010901 作品/役名 言語 日本語

11:33 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬ 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 ♬ 

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・ウインド

アンドルー ロイド ウェバー／スィンク オブ ミー

アラジン/ジャスミン

アラン▪メンケン／スピーチレス～心の声(パート2)

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

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・ウインド(風の色は何色)

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

アンドルー・ロイド・ウェバー／墓場にて

モンテ・クリスト伯/メルセデス

アンドリュー・ロイド・ウェバー／メモリー

フランク・ワイルドホーン／今日まで

キャッツ/シラバブ

オペラ座の怪人/クリスティーヌ

桑原　侑愛

シルヴェスター　リーヴァイ／私だけに

エリザベート/エリザベート

オペラ座の怪人/クリスティーヌ

岩元　咲樹

斎木　桜花

井上　碧

田川　可望呼

森本　安音

藤田　くるみ

杉江　紗采

森田　唯

森　奏乃

ミュージカル中学生部門



1st International Vocal Competition TOKYO

W3010331 作品/役名 言語 日本語

12:20 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W4010303 作品/役名 言語 日本語

12:26 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W4010321 作品/役名 言語 日本語

12:32 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W4010302 作品/役名 言語 日本語

12:38 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

XW010312 作品/役名 言語 日本語

12:44 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W3010313 作品/役名 言語 日本語

12:50 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W4010316 作品/役名 言語 日本語

12:54 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W2010307 作品/役名 言語 日本語

13:00 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

XW010305 作品/役名 言語 英語

13:06 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

KM010301 作品/役名 言語 日本語

13:12 女性ヴォーカル 熊本 作曲者/曲名

XW010306 作品/役名 言語 日本語

13:18 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010307 作品/役名 言語 日本語

13:24 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

W2010313 作品/役名 言語 英語

13:30 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

C2010301 作品/役名 言語 日本語

13:34 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

KM010302 作品/役名 言語 日本語

13:55 女性ヴォーカル 熊本 作曲者/曲名

W3010303 作品/役名 言語 日本語

13:59 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

FK010301 作品/役名 言語 日本語

14:05 男性ヴォーカル 福岡 作曲者/曲名

XW010322 作品/役名 言語 日本語

14:09 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

ミュージカル部門

ウィキッド /エルファバ

ステファン・シュワルツ／魔法使いと私

アラン　メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド

若草物語/ジョー

ジェイソン･ハウランド／アストニシング

シルヴェスター・リヴェイ／僕こそ音楽

モーツァルト！/ヴォルフガング

ウィキッド/グリンダ

ステファン・シュワルツ／ポピュラー

スティーヴン・シュワルツ／ポピュラー

サウンドオブミュージック/マリア

リチャード・チャールズ・ロジャース／サウンドオブミュージック

クロード=ミシェル・シェーンベルク／命をあげよう

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／私が生きてこなかった人生

リトル　マーメイド/アリエル

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

ジュリー・スタイン／アイム・ザ・グレイテスト・スター

レミゼラブル/エポニーヌ

ステファン・シュワルツ／ポピュラー

スカーレットピンパーネル/マルグリッド

ウィキッド/グリンダ

ウィキッド/グリンダ

フランク・ワイルドホーン／あなたを見つめると

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／ひとりぼっち

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オンマイオウン

シスター　アクト/メアリー・ロバート

ドリームガールズ/エフィ・ホワイト

ヘンリー・クリーガー／ワンナイトオンリー

マリー・アントワネット/マルグリット

シルヴェスター・リーヴァイ／100万のキャンドル

ファニー・ガール/ファニー・ブライス

クロードイコールミッシェル・ショーンベルク／夢やぶれて

ミス・サイゴン/キム川嵜　心蘭

津村　美緒

バリオス　アリアナ

坂西　心響

田村　梨乃

片岡　さと

御船　理玖

中橋　天音

中田　優風

中島　美鈴花

池野　千夏

小林　夏芽

白石　舞乃

山内　雅也

林　美羽

竹内　香織

大森　未来衣

山口　美音



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010310 作品/役名 言語 日本語

14:15 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010303 作品/役名 言語 日本語

14:21 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010319 作品/役名 言語 日本語

14:27 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W3010329 作品/役名 言語 日本語

14:33 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W3010320 作品/役名 言語 日本語

14:39 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W1010301 作品/役名 言語 日本語

14:45 女性ヴォーカル 京都 作曲者/曲名

XW010304 作品/役名 言語 日本語

14:51 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010309 作品/役名 言語 日本語

14:58 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W2010305 作品/役名 言語 英語

15:04 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

W3010308 作品/役名 言語 日本語

15:10 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W3010321 作品/役名 言語 英語

15:16 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

XW010320 作品/役名 言語 日本語

15:35 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010317 作品/役名 言語 日本語

15:41 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

XW010313 作品/役名 言語 日本語

15:45 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W3010301 作品/役名 言語 日本語

15:51 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

W4010307 作品/役名 言語 日本語

15:57 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

フランク・ワイルドホーン／ゴールド

アリージャンス〜忠誠〜/キムラ　ケイ

ジェイ・クオ／もっと高く

ミス・サイゴン/ジジ

シルヴァスター・リーヴァイ／私だけに

オペラ座の怪人/クリスティーヌ・ダーエ

フランク・ワイルドホーン／GOLD

ファントム/クリスティーヌ・ダーエ

モーリー・イェストン／私の真の愛

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／我が心の夢

ゴールド/カミーユ

アンドリュー・ロイド・ウェバー／墓場にて

GOLD〜カミーユとロダン〜/カミーユ・クローデル

アンドリュー･ロイド･ウェバー／共にいてアルゼンチーナ

ジキル＆ハイド/ルーシー・ハリス

フランク・ワイルドホーン／あんな人が

ジニーン・テソーリ／ギミー ギミー

エリザベート/エリザベート

アンドリュー・ロイド・ウェバー／私はイエスがわからない

シルヴェスター・リーヴァイ／100万のキャンドル

レ・ミゼラブル/ファンティーヌ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／夢やぶれて

ライオンキング/ラフィキ

モダン・ミリー/ミリー

エルトンジョン／サークルオブライフ

 エビータ/エヴァ･ペロン

マリー・アントワネット/マルグリット・アルノー

マンマ・ミーア！/ドナ・シェリダン

ステファン シュワルツ／人気者
ジーザス・クライスト・スーパースター/マグダラのマ
リア

ベニー・アンデション、ビョルンウルバース／勝者が全てを

ウィキッド/グリンダ

松尾　幸奈

上村　日菜子

村見　優奈

宮本　黎花

遠藤　希林

福家　のあ

武藤　結花

松本　もえか

高橋　惟

八尾　ちなみ

木下　咲優花

河本　優花

部谷　唯

五阿弥　萌

牛尾　美海

宮本　陽菜



1st International Vocal Competition TOKYO

XW010323 作品/役名 言語 日本語

16:03 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010308 作品/役名 言語 日本語

16:09 女性ヴォーカル 愛知２ 作曲者/曲名

W4010305 作品/役名 言語 英語

16:15 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W4010312 作品/役名 言語 英語

16:21 男性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W2010301 作品/役名 言語 英語

16:27 女性ヴォーカル 大阪１ 作曲者/曲名

XW010324 作品/役名 言語 日本語

16:33 女性ヴォーカル 地区大会免除 作曲者/曲名

W4010313 作品/役名 言語 フランス語

16:39 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

C1010301 作品/役名 言語 英語

16:45 女性ヴォーカル 愛知１ 作曲者/曲名

W4010319 作品/役名 言語 日本語

16:51 女性ヴォーカル 兵庫 作曲者/曲名

W3010312 作品/役名 言語 日本語

16:55 女性ヴォーカル 大阪２ 作曲者/曲名

♬ ミュージカル部門：ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

美女と野獣/ベル

アラン・メンケン／わが家

スカーレット・ピンパーネル/パーシー・ブレイクニー

ナターシャ・ピエール・アンド・ザ・グレート・コ
メット・オブ・1812/ナターシャ

スティーヴン・シュワルツ／魔法使いと私

レ・ミゼラブル/ファンティーヌ

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／私は別の人生を夢見ていた

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

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／生まれて初めて

フランク•ワイルドホーン／あんなひとが

マイ・フェア・レディ/フレディ

フレデリック・ロウ／君住む街角

レ・ミゼラブル/エポニーヌ

デイブ・マロイ／ノー・ワン・エルス

ウィキッド/エルファバ

ジキルとハイド/ルーシー

ステファン・シュワルツ／ポピュラー

ウィキッド/グリンダ

フランク・ワイルドホーン／ひとかけらの勇気

東　沙恵子

池田　千昭

中野　早也佳

西垣　桂太

川口　りな

後藤　志歩

静　陽子

伊豆丸　侑沙

北村　仁真

入江　真衣果



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25日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

W4010803 藤井　エレナ
08 ミュージカル

小学生部門

カースティン、ファーラー、グラック／オ

ポチュニティ
アニー 仲本雄平 1200

堺シティオペラ・

エタニティエイト

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 1215

堺シティオペラ・

エタニティエイト

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 1230

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010304 木下　咲優花
03 ミュージカル

部門

アンドリュー･ロイド･ウェバー／共にいて

アルゼンチーナ
 エビータ 仲本雄平 1245

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2010307 津村　美緒
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 1300

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3010301 牛尾　美海
03 ミュージカル

部門
ジェイ・クオ／もっと高く

アリージャンス

〜忠誠〜
仲本雄平 1330

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3010303 白石　舞乃
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 1345

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2010301 静　陽子
03 ミュージカル

部門
デイブ・マロイ／ノー・ワン・エルス

ザ・グレートコ

メットオブ1812
仲本雄平 1400

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W1010301 八尾　ちなみ
03 ミュージカル

部門
エルトンジョン／サークルオブライフ ライオンキング 仲本雄平 1415

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010307 宮本　陽菜
03 ミュージカル

部門

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／我

が心の夢
ミス・サイゴン 仲本雄平 1430

堺シティオペラ・

エタニティエイト

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 1500

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010306 川嵜　心蘭
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 1515

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010316 小林　夏芽
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 1530

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010313 川口　りな
03 ミュージカル

部門

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／私

は別の人生を夢見ていた
レ・ミゼラブル 仲本雄平 1545

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2010805 櫻木　綾乃
08 ミュージカル

小学生部門

モーリー・イェストン／ホーム（私の夢が

叶う場所）
ファントム 仲本雄平 1600

堺シティオペラ・

エタニティエイト

XW010323 北村　仁真
03 ミュージカル

部門
ステファン・シュワルツ／ポピュラー ウィキッド 仲本雄平 1630

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010901 森本　安音
09 ミュージカル

中学生部門
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 1645

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010305 中野　早也佳
03 ミュージカル

部門
フランク•ワイルドホーン／あんなひとが ジキルとハイド 仲本雄平 1700

堺シティオペラ・

エタニティエイト

HO010903 森田　唯
09 ミュージカル

中学生部門
アンドルー・ロイド・ウェバー／墓場にて オペラ座の怪人 仲本雄平 1715

堺シティオペラ・

エタニティエイト

HO010802 山本　咲喜
08 ミュージカル

小学生部門

リチャード・ロジャース／ひとりぼっちの

羊飼い

サウンド・オブ・

ミュージック
仲本雄平 1730

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W2010313 竹内　香織
03 ミュージカル

部門

ヘンリー・クリーガー／ワンナイトオン

リー

ドリームガール

ズ
仲本雄平 1830

堺シティオペラ・

エタニティエイト

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 1845

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3010320 高橋　惟
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 1900

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2010301 大森　未来衣
03 ミュージカル

部門

アラン・メンケン／私が生きてこなかった

人生

シスター　アク

ト
仲本雄平 1915

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2010308 入江　真衣果
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／生まれて初めて
アナと雪の女王 仲本雄平 1930

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010303 片岡　さと
03 ミュージカル

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

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W3010331 中島　美鈴花
03 ミュージカル

部門
ステファン・シュワルツ／ポピュラー ウィキッド 仲本雄平 2015

堺シティオペラ・

エタニティエイト

C2010307 林　美羽
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 2030

堺シティオペラ・

エタニティエイト

W4010321 御船　理玖
03 ミュージカル

部門

リチャード・チャールズ・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
仲本雄平 2045

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/ 
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