
時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　① 作曲者/演奏曲　②

11:30 W4011207 兵庫 藤﨑　久子 ソプラノ ヴェルディ／恋はバラ色の翼に乗って

11:36 W4011201 兵庫 江原　由美 ソプラノ プッチーニ／氷のような姫君の心も

11:43 W4011205 兵庫 小南　光代 ソプラノ プッチーニ／ひとり寂しく

11:49 E6011202 神奈川 吉田　幸惠 ソプラノ ジャコモ　プッチーニ／私の名はミミ

11:56 HO011202 北海道 上田　直美 メゾソプラノ ロッシーニ／この酷き災いの中で

12:03 E5011201 埼玉2 倉林　類子 ソプラノ アルディーティ／くちづけ

12:09 E6011204 神奈川 稲本　寿美子 ソプラノ アルフレード・カタラーニ／さようなら故郷の家

12:15 W4011206 兵庫 辰田　由紀子 ソプラノ ドニゼッティ／あたりは沈黙に閉ざされ

12:22 E6011205 神奈川 伊尾木　佳奈 ソプラノ モーツァルト／私の運命は苦しみに満ちて

12:28 HO011201 北海道 筧　牧子 ソプラノ グルック／おお　私の甘美な熱情が

12:34 C1011202 愛知１ 山名　美登里 ソプラノ プッチーニ／もしお前たちのように小さな花だったら

12:41 W3011202 大阪２ 伊東　芳子 ソプラノ モーツアルト／ハ短調ミサ　　　 Et 　incarnatus　est

12:48 W1011203 京都 和田　真由美 ソプラノ プッチーニ　／この柔らかなレースにくるまれていても

時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　① 作曲者/演奏曲　②

13:20 W3010508 大阪２ 岡﨑　美帆 ソプラノ チマーラ／海の歌 モーツァルト／お父様、お兄様たち、さようなら！

13:32 W3010501 大阪２ 樋口　亮太 バリトン シュトラウス／万霊節 ヴェルディ／終わりの日は来た

13:45 XE010507 地区大会免除谷島　晟 テノール P. チマーラ／海のストルネッロ F. チレア／フェデリーコの嘆き

13:55 E5010509 埼玉2 岡田　七海 ソプラノ モーツァルト／さぁ、ひざをついて
ドニゼッティ／受け取って、私によってあなたは自由に

なるのよ

14:08 XE010504 地区大会免除山元　三奈 ソプラノ ドニゼッティ／永遠の愛と誠 ドニゼッティ／あたりは沈黙に閉ざされ

14:21 W4010504 兵庫 佐藤　もなみ ソプラノ プッチーニ／私の名前はミミ プッチーニ／歌に生き、愛に生き

14:45 E3010503 東京1 塙　梨華 ソプラノ シューマン／最後の望みが消えて ヒンデミット／マリアへのお告げ

14:58 W1010502 京都 碓井　莉子 ソプラノ ヘンデル／我が運命を嘆く ドヴォルジャーク／月に寄せる歌

15:11 W1010507 京都 土生　夏未 ソプラノ レオンカヴァッロ／大空を晴れやかに(鳥の歌) ベッリーニ／あなたの優しい声が

15:24 W4010501 兵庫 森田　千香子 ソプラノ ヴォルフ／お澄まし娘 團伊玖磨／与ひょう、あたしの大事な与ひょう

15:36 E4010510 東京2 白川　智慧 ソプラノ ベッリーニ／気も晴れ晴れと プッチーニ／氷のような姫君の心も

15:49 W3010504 大阪２ 赤迫　祐花 ソプラノ レスピーギ／舞踏への誘い ベッリーニ／もしも私に墓があるとしたら

16:16 XE010513 地区大会免除木名瀬　遥介 カウンターテナーバッハ／羊は安らかに草をはむ モーツァルト／喜びのこの時は強い我が愛の報い

16:29 XE010501 地区大会免除松田　晏菜 ソプラノ ラフマニノフ／ここは素晴らしい場所 バーンスタイン／着飾ってきらびやかに

16:39 W2010503 大阪１ 大塚　涼華 ソプラノ シャルパンティエ／その日から モーツァルト／美しい思い出はどこへ

16:52 E5010502 埼玉2 伊藤　和奏 ソプラノ ジョルダーノ／四月が戻ってくる ヴェルディ／不思議だわ！〜花から花へ

17:02 C2010503 愛知２ 白金　宙河 バリトン シューベルト／さすらい人 モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

17:14 E6010501 神奈川 都筑　夕姫菜 ソプラノ メンデルスゾーン／もうひとつの5月の歌 ベルク／マリーの子守唄「娘さん、何を始めるつもりだ

17:24 XE010505 地区大会免除中村　里咲 ソプラノ G.フォーレ／五月 G.マイアベーア／軽やかな影よ

17:50 HR010501 広島 土江　あみ ソプラノ G.ヴェルディ／私を放浪の孤児にしようと R.ワーグナー／おごそかなこの広間よ

18:00 E6010510 神奈川 谷川　聖 ソプラノ ロッシーニ／別れ ベッリーニ／あなたの優しい声が

18:13 W3010505 大阪２ 濱野　萌々子 ソプラノ ジャック・オッフェンバック／キジバトは逃げ去った ベドルジハ・スメタナ／私はどうすればよいのか？

18:23 E5010510 埼玉2 野村　拓海 テノール レスピーギ／時に聞くならば モーツァルト／彼女の心の安らぎこそ

18:30 C1010503 愛知１ 芹口　りの メゾソプラノ ドニゼッティ／一滴の涙 マスネ／さあ 涙を流させて！

18:40 XE010508 地区大会免除馬場　翔夏 ソプラノ モーツァルト／あの恩知らずは約束を破って ドヴォルザーク／月に寄せる歌

18:53 HO010501 北海道 後藤　千紘 ソプラノ 中田喜直／悲しくなったときは モーツァルト／ああ、愛の喜びは消え

19:03 HO010504 北海道 桑嶋　祐輔 バリトン トスティ／魅惑 ベッリーニ／ああ、永遠にお前を失ってしまった

19:13
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公式伴奏者・前日リハーサル時間割/10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

C1011202 山名　美登里
12 声楽愛好者Ｂ

女声部門

プッチーニ／もしお前たちのように小さな

花だったら
ヴィッリ 冨田　優 1600

板橋地域センター

音楽練習室

W1011203 和田　真由美
12 声楽愛好者Ｂ

女声部門

プッチーニ　／この柔らかなレースにくる

まれていても
マノンレスコー 冨田　優 1615

板橋地域センター

音楽練習室

HO011201 筧　牧子
12 声楽愛好者Ｂ

女声部門
グルック／おお　私の甘美な熱情が

歌劇　『エレー

ナとパリーデ』

よりパリーデの

アリア

冨田　優 1630
板橋地域センター

音楽練習室

W3011202 伊東　芳子
12 声楽愛好者Ｂ

女声部門
モーツアルト／Et 　incarnatus　est ハ短調ミサ 冨田　優 1645

板橋地域センター

音楽練習室

W3010501 樋口　亮太 05 大学生部門 シュトラウス／万霊節 冨田　優 1720
板橋地域センター

音楽練習室

ヴェルディ／終わりの日は来た ドン・カルロ

W3010508 岡﨑　美帆 05 大学生部門 チマーラ／海の歌 冨田　優 1740
板橋地域センター

音楽練習室

モーツァルト／お父様、お兄様たち、さよ

うなら！
イドメネオ

HO010501 後藤　千紘 05 大学生部門 中田喜直／悲しくなったときは 田中　健 1820
板橋地域センター

音楽練習室

モーツァルト／ああ、愛の喜びは消え 魔笛

XE010508 馬場　翔夏 05 大学生部門
モーツァルト／あの恩知らずは約束を破っ

て

ドン・ジョヴァ

ンニ
田中　健 1840

板橋地域センター

音楽練習室

ドヴォルザーク／月に寄せる歌 ルサルカ

C1010503 芹口　りの 05 大学生部門 ドニゼッティ／一滴の涙 田中　健 1900
板橋地域センター

音楽練習室

マスネ／さあ 涙を流させて！ ウェルテル

HO010504 桑嶋　祐輔 05 大学生部門 トスティ／魅惑 田中　健 1920
板橋地域センター

音楽練習室

ベッリーニ／ああ、永遠にお前を失ってし

まった
清教徒



国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

板橋地域センター・音楽練習室 

 
 利用者名（会場掲示）： カンタームス 
 住所：東京都板橋区板橋 3-14-15，電話：03-3963-5049  
 都営三田線「板橋区役所前」駅 A1 出口徒歩 5 分 
  東武東上線「下板橋」下車 10 分 
  JR 埼京線「板橋」下車 20 分 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


