
高校1/2年生部門

時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲

11:00 W4010712 兵庫 横川　温花 ソプラノ ヴェルディ／愛しい人の名は

11:06 E4010702 東京2 高橋　南々美 ソプラノ ヴィヴァルディ／私はジャスミンの花

11:10 SZ010702 静岡 植木　れな メゾソプラノ スカルラッティ／私は悩みに満ちて

11:16 C2010703 愛知２ 長浜　優 ソプラノ ドナウディ／ああ愛する人の

11:22 MI010701 宮城 浅田　梨緒 メゾソプラノ カルダーラ／心親しき森よ

11:26 C2010706 愛知２ 小澤　颯人 カウンターテナー ストラデッラ／教会のアリア

11:32 OK010702 岡山 岩﨑　歌音 メゾソプラノ 作者不詳,伝カルダーラ／たとえつれなくても

11:38 MI010704 宮城 舟山　颯人 バリトン スカルラッティ／陽はすでにガンジス川から

11:41 W3010702 大阪２ 吉井　采瑚 ソプラノ ベッリーニ／棄てられて

11:47 W2010704 大阪１ 黒島　萌絵 ソプラノ トスティ／薔薇

11:51 C1010702 愛知１ 広田　思帆 ソプラノ トスティ／祈り

11:57 E3010701 東京1 渋谷　理子 メゾソプラノ ベッリーニ／優雅な月

12:01 W3010704 大阪２ 山田　遇己 テノール トスティ／最後の歌

12:20 HR010701 広島 住岡　はる ソプラノ プッチーニ／わたしのお父さん

12:26 W3010705 大阪２ 廣安　日向子 ソプラノ モーツァルト／恋は小さな泥棒

12:32 MI010709 宮城 山内　友太 バリトン ボノンチーニ／お前を讃える栄光のために

12:36 MI010711 宮城 伊藤　杏 ソプラノ ヘンデル／私を泣かせてください

12:42 W3010706 大阪２ 北山　和奏 ソプラノ ベッリーニ／もし私ができないなら

12:46 E4010705 東京2 三宅　あい ソプラノ ヴィヴァルディ／私は泣いている，嘆いている

12:52 E4010706 東京2 内貴　龍聖 バリトン ヘンデル／樹木の蔭で

12:58 W4010710 兵庫 西村　葵 ソプラノ バッサー二／眠っているのか、美しい女よ

13:04 W1010702 京都 六車　天音 ソプラノ トスティ／祈り

13:10 E5010705 埼玉2 古市　景子 ソプラノ モーツァルト／私は行くわ、でもどこへ？

13:16 HR010703 広島 山口　さくら ソプラノ 小林秀雄／落葉松

13:23 OK010704 岡山 河野　愛留 ソプラノ モーツァルト／恋とはどんなものかしら

14:00 HO010705 北海道 髙橋　歩夢 バリトン マルティーニ／愛の喜びは

14:06 HO010706 北海道 齊藤　琴巴 ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリア

14:12 OK010705 岡山 青柳　朱音 ソプラノ モーツァルト／愛の神よ、照覧あれ

14:19 SZ010703 静岡 片渕　芹香 ソプラノ 中田喜直／さくら横ちょう

14:23 HR010705 広島 大友　明帆 ソプラノ ベッリーニ／喜びにあふれるこの心

14:30 C2010704 愛知２ 大原　ひな メゾソプラノ モーツァルト／大いなる魂と高貴な心

14:36 XE010705 地区大会免除 川又　千世 ソプラノ レスピーギ／最後の陶酔

14:42 XE010706 地区大会免除 清野　燈和 メゾソプラノ グルック／エウリディーチェを失って

14:48 XW010706 地区大会免除 永井　渚月 ソプラノ モーツァルト／誰が知るでしょう、愛しい人の苦しみを

14:54 XE010708 地区大会免除 眞島　沙耶 ソプラノ モーツァルト／楽しい安らぎが

15:00 C2010705 愛知２ 下田　朝日 テノール ヘンデル／樹木の陰で(ラルゴ)

15:04 FK010701 福岡 安田　健太郎 テノール スカルラッティ／陽はすでにガンジス川から

15:08 C2010701 愛知２ 神谷　優佳 メゾソプラノ パリゾッティ／もし貴方が私を愛してくれて

第1回国際声楽コンクール東京  本選

2021年10月5日(火)　東京都清瀬市　清瀬けやきホール



重唱部門

時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲

15:30 E1011501 埼玉１ 花咲徳栄高等学校コーラス部A miwa／結ーゆいー(miwa)

15:36 E1011502 埼玉１ 花咲徳栄高等学校コーラス部B 米津玄師／パプリカ

15:42 E4011501 東京2 肥沼康一郎/山地舞桜 モーツァルト／愛を知る男たちは

15:46 C2011501 愛知２ サマー ヘンデル／樹木の木の影で〔ラルゴ〕

15:50 E6011503 神奈川 桐蔭学園混声合唱部MENS 木下牧子／かもめ

高校生アンサンブル部門

時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲

15:56 FK011601 福岡 久留米信愛Gryffindor House グリーク／ソルヴェイグの歌

16:02 FK011602 福岡 久留米信愛Ravenclaw House なかにしあかね／今日もひとつ

16:06 W1011602 京都 幸福の科学学園関西校合唱部 小田和正／たしかなこと

16:12 W4011601 兵庫 赤穂高校音楽部
信長　貴富／無伴奏混声合唱のためのカウボーイ・ポッ

プより「ヒスイ」

16:20 E4011601 東京2 法政大学第二中・高等学校 バッハ／甘き死よ来たれ

16:28 E6011602 神奈川 専修大学松戸高等学校女声合唱団
三宅悠太／アンソロジーⅠ-女声合唱とピアノのための-

～序・泣いているきみ～

16:34 E6011603 神奈川 専修大学松戸高等学校混声合唱団 土田豊貴／彼方のノック



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/10月4日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

SZ010702 植木　れな 07 高校1/2年生部門
アレッサンドロ・スカルラッティ／私は悩

みに満ちて
田中　健 1515

板橋区立文化会館

第3練習室

C1010702 広田　思帆 07 高校1/2年生部門トスティ／祈り 田中　健 1530
板橋区立文化会館

第3練習室

OK010702 岩﨑　歌音 07 高校1/2年生部門
作者不詳,伝アントニオ・カルダーラ／た

とえつれなくても
田中　健 1545

板橋区立文化会館

第3練習室

W4010712 横川　温花 07 高校1/2年生部門ヴェルディ／愛しい人の名は リゴレット 田中　健 1600
板橋区立文化会館

第3練習室

C2010706 小澤　颯人 07 高校1/2年生部門
アレッサンドロ・ストラデッラ／教会のア

リア
田中　健 1700

板橋区立文化会館

第3練習室

C2010703 長浜　優 07 高校1/2年生部門ドナウディ／ああ愛する人の 田中　健 1715
板橋区立文化会館

第3練習室

SZ010703 片渕　芹香 07 高校1/2年生部門中田喜直／さくら横ちょう 篠宮久徳 1800
板橋区立文化会館

第3練習室

W4010710 西村　葵 07 高校1/2年生部門バッサー二／眠っているのか、美しい女よ 篠宮久徳 1815
板橋区立文化会館

第3練習室

C2010705 下田　朝日 07 高校1/2年生部門
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル／樹木

の陰で(ラルゴ)
篠宮久徳 1830

板橋区立文化会館

第3練習室

FK010701 安田　健太郎 07 高校1/2年生部門
アレッサンドロ．スカルラッティ／陽はす

でにガンジス川から
篠宮久徳 1900

板橋区立文化会館

第3練習室

W1010702 六車　天音 07 高校1/2年生部門フランチェスコ・パオロ・トスティ／祈り 篠宮久徳 1915
板橋区立文化会館

第3練習室

C2011501 後藤　優子 15 重唱部門 ヘンデル／樹木の木の影で〔ラルゴ〕 篠宮久徳 1930
板橋区立文化会館

第3練習室

C2010701 神谷　優佳 07 高校1/2年生部門
アレッサンドロ・パリゾッティ／もし貴方

が私を愛してくれて
篠宮久徳 1945

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。 
 

 

 

 

 

 


