
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。

大勝秀也 指揮者

羽山晃生 声楽指導者

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

武田正雄 審査副委員長，東京音楽大学･聖徳大学･日本声楽家
協会講師

審査員

川上洋司 審査委員長、東京藝術大学名誉教授

谷 友博 武蔵野音楽大学講師

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28日(火)　東京都・町田市

和光大学ポプリホール鶴川

本日合格者の本選申込締切：10月3日(日)

田辺とおる



1st International Vocal Competition TOKYO

E1010202 作品/役名 言語 ドイツ語

13:45 メゾソプラノ 埼玉１ 作曲者/曲名

E1010201 作品/役名 言語 イタリア語

13:51 テノール 埼玉１ 作曲者/曲名

XE010205 作品/役名 言語 日本語

13:57 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010206 作品/役名 言語 イタリア語

14:01 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010206 作品/役名 言語 日本語

14:05 バリトン 神奈川 作曲者/曲名

XE010201 作品/役名 言語 日本語

14:11 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010203 作品/役名 言語 日本語

14:17 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

XE010202 作品/役名 言語 日本語

14:23 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E5010203 作品/役名 言語 日本語

14:27 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E5010205 作品/役名 言語 イタリア語

14:30 テノール 埼玉2 作曲者/曲名

MI010202 作品/役名 言語 ドイツ語

14:50 テノール 宮城 作曲者/曲名

SZ010201 作品/役名 言語 ドイツ語

14:56 ソプラノ 静岡 作曲者/曲名

MI010203 作品/役名 言語 日本語

15:00 ソプラノ 宮城 作曲者/曲名

XE010203 作品/役名 言語 イタリア語

15:06 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E5010202 作品/役名 言語 日本語

15:13 ソプラノ 埼玉2 作曲者/曲名

XE010204 作品/役名 言語 イタリア語

15:19 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010204 作品/役名 言語 ドイツ語

15:23 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

ブラームス／まどろみはいよいよ浅く

伴野　公三子

森中　定治

箕輪　菜穂江

木下　舞衣子

山元　良平

浅野　晶子

勝部　健作

山田　咲野

佐藤　菜穂子

角田　由喜

伊吹　笑美子

河本　正文

杉本　可菜

小林秀雄／｢五つの華の歌｣より｢薔薇｣

ドナウディ／ああ愛する人の

きのしたまきこ／なにかが、ほら

チマーラ／愛の神よ、ようこそ

中田喜直／木菟

小林秀雄／｢五つの華の歌｣より｢薔薇｣

小林秀雄／日記帳

西村　知花子

佐分利　幸江

渡部　紀子

大塚　利則

木下 牧子／「C.ロセッティの4つの歌」より 4 もう一度の春

ドニゼッティ／不吉な愛

美しき水車小屋の娘/

山田　耕筰／来るか来るか

リスト／平和な心が得られない

トスティー／暁は光から影を分ける

ファニー・ヘンゼル・メンデルスゾーン／南へ

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬ 歌曲部門：ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

シューベルト／好奇心の強い男

シューベルト／水の上で歌う

中田喜直／鶴が渡る

歌曲部門



1st International Vocal Competition TOKYO

XE010404 作品/役名 言語 イタリア語

16:00 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2010411 作品/役名 言語 イタリア語

16:06 バス 愛知２ 作曲者/曲名

E4010404 作品/役名 言語 フランス語

16:13 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

E6010407 作品/役名 言語 イタリア語

16:20 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

E4010405 作品/役名 言語 イタリア語

16:24 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

HO010401 作品/役名 言語 イタリア語

16:30 バリトン 北海道 作曲者/曲名

E3010406 作品/役名 言語 イタリア語

16:37 ソプラノ 東京1 作曲者/曲名

E5010406 作品/役名 言語 フランス語

16:43 ソプラノ 埼玉2 作曲者/曲名

E5010401 作品/役名 言語 イタリア語

16:49 バリトン 埼玉2 作曲者/曲名

E4010403 作品/役名 言語 イタリア語

16:55 ソプラノ 東京2 作曲者/曲名

SZ010402 作品/役名 言語 イタリア語

17:15 バリトン 静岡 作曲者/曲名

XE010401 作品/役名 言語 チェコ語

17:22 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E6010404 作品/役名 言語 イタリア語

17:29 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

E2010402 作品/役名 言語 フランス語

17:36 メゾソプラノ 千葉 作曲者/曲名

XE010407 作品/役名 言語 イタリア語

17:43 バリトン 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010402 作品/役名 言語 イタリア語

17:49 バリトン 地区大会免除 作曲者/曲名

XE010405 作品/役名 言語 イタリア語

17:55 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

E4010406 作品/役名 言語 イタリア語

18:01 テノール 東京2 作曲者/曲名

芳賀　あずさ

高柳　耕平

鈴木　里奈

伊藤　尚人

片岡　義典

那須　琢乙

高橋　直人

鈴木　一世

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

利波　里奈

和田　友美

浦野　美香

板澤　舞

松原　三和

大橋　直紀

上田　彩乃

笹島　みづは

田中　夕也

ドニゼッティ／望みはないわ～フランスに敬礼

ラ・ボエーム/ミミ

トスカ/トスカ

新進声楽家部門

伊藤　香織

F.アルファーノ／“嘆きなさい、そう、嘆きなさい…”

清教徒/リッカルド

ドニゼッティ／あたりは沈黙に閉ざされ

ジャンヌ・ダルク/ジャンヌ・ダルク

仮面舞踏会/レナート

シャルパンティエ／あの日から

アンドレア・シェニエ/ジェラール

清教徒/リッカルド

ルイーズ/ルイーズ

ジョルダーノ／祖国の敵

シャモニーのリンダ/リンダ

ドニゼッティ／あぁこの心の光

ヴェルディ／そなたこそあの魂を汚す者

《復活》/ディミトリ

P.I.チャイコフスキー／さらば、森よ！

コジ・ファン・トゥッテ/グリエルモ

プッチーニ／歌に生き、愛に生き

エルナーニ/シルヴァ

ヴェルディ／私は不幸だ！お前を信じていたのに

連隊の娘/マリー

プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声に

シモン・ボッカネグラ/アメーリア

ヴェルディ／星と海は微笑み

ヴィンチェンツォ・ベッリーニ／ああ、永遠にお前を失った

清教徒/エルヴィーラ

ベッリーニ／あなたの優しい声が

モーツァルト／彼に目を向けなさい

ベッリーニ／ああ、永遠に君を失ってしまった

愛の妙薬/ネモリーノ

G.ドニゼッティ／人知れぬ涙

ルサルカ/ルサルカ

ドヴォルザーク／月の寄せる歌

ランメルモールのルチア/ルチア



1st International Vocal Competition TOKYO

SZ010403 作品/役名 言語 イタリア語

18:07 メゾソプラノ 静岡 作曲者/曲名

C2010401 作品/役名 言語 イタリア語

18:14 バス 愛知２ 作曲者/曲名

XE010403 作品/役名 言語 フランス語

18:35 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E3010403 作品/役名 言語 イタリア語

18:41 メゾソプラノ 東京1 作曲者/曲名

SZ010401 作品/役名 言語 イタリア語

18:47 ソプラノ 静岡 作曲者/曲名

E6010405 作品/役名 言語 イタリア語

18:54 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

E6010401 作品/役名 言語 フランス語

19:01 ソプラノ 神奈川 作曲者/曲名

E3010402 作品/役名 言語 イタリア語

19:08 テノール 東京1 作曲者/曲名

E5010405 作品/役名 言語 イタリア語

19:14 ソプラノ 埼玉2 作曲者/曲名

XE010406 作品/役名 言語 チェコ語

19:21 バリトン 地区大会免除 作曲者/曲名

E2010401 作品/役名 言語 イタリア語

19:27 ソプラノ 千葉 作曲者/曲名

森下　歩実

殿岡　真衣

木内　育美

西村　知花子

神山　恒

神藤　結

和田　広野

田中　翠

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

♬ 新進声楽家部門：ロビーにて結果発表、入選メダル授与 ♬ 

森川　雄士

芝野　遥香

片岡　未来

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

皇帝ティートの慈悲/セスト

モーツァルト／どうかこの一瞬だけでも

夢遊病の女/アミーナ

G.ドニゼッティ／あぁ、あまりにも遅すぎたわ…あぁ、この心の光が

ロメオとジュリエット/ジュリエット

ドニゼッティ／ああ私のフェルナンド

ラ・ファボリータ/レオノーラ

ドン・ジョヴァンニ/レポレッロ

モーツァルト／愛らしきご婦人、これが目録です

グノー／宝石の歌

ベッリーニ／愛する仲間の方々、そしてあなた方は

シャモニーのリンダ/リンダ

ファウスト/マルグリート

G. ヴェルディ／慕わしい人の名は

C.グノー／愛の神よ、勇気をお与えください

トスティ／私は貴方を愛したい

リゴレット/ジルダ

ヴェルディ／慕わしい人の名は

悪魔の壁/ヴォク

スメタナ／ただ1人の女性の美しい顔だけが

リゴレット/ジルダ



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/９月27日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

XE010407 鈴木　一世
04 新進声楽家部

門
モーツァルト／彼に目を向けなさい

コジ・ファン・

トゥッテ
篠宮久徳 1545

スクエア荏原スタ

ジオ2

XE010403 芝野　遥香
04 新進声楽家部

門
グノー／宝石の歌 ファウスト 篠宮久徳 1600

スクエア荏原スタ

ジオ2

E5010405 神藤　結
04 新進声楽家部

門
ヴェルディ／慕わしい人の名は リゴレット 篠宮久徳 1615

スクエア荏原スタ

ジオ2

MI010203 佐藤　菜穂子 02 歌曲部門 中田喜直／鶴が渡る 篠宮久徳 1630
スクエア荏原スタ

ジオ2

MI010202 勝部　健作 02 歌曲部門 シューベルト／好奇心の強い男
美しき水車小屋

の娘
篠宮久徳 1700

スクエア荏原スタ

ジオ2

XE010402 片岡　義典
04 新進声楽家部

門

ベッリーニ／ああ、永遠に君を失ってし

まった
清教徒 篠宮久徳 1715

スクエア荏原スタ

ジオ2

E6010407 伊藤　香織
04 新進声楽家部

門
プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声に ラ・ボエーム 篠宮久徳 1730

スクエア荏原スタ

ジオ2



国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

スクエア荏原・第 2 スタジオ（2 階） 

 
 利用者名（会場掲示）： 国際声楽コンクール東京リハーサル 
 住所：東京都品川区荏原 4-5-28，電話：03-5788-5321 
 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩 10 分 
 東急池上線 戸越銀座駅・荏原中延駅 徒歩 10 分 
 都営浅草線 戸越駅(A3 出口) 徒歩 12 分 
 東急バス 五反田駅西口(8 番のりば)「世田谷区民会館」行「平塚橋」下車 徒

歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


