
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 C1011402 愛知１ 斎木　彰 テノール プッチーニ／誰も寝てはならぬ

11:34 HR011401 広島 中井　宣子 ソプラノ プッチーニ／氷のような姫君の心も

11:38 HR011402 広島 末長　邦夫 テノール カルデイッロ／カタリ・カタリ

11:44 HR011403 広島 河戸　靖子 ソプラノ モーツァルト／恋とはどんなものかしら

11:50 E2011401 千葉 川島　晃 バリトン ストラデッラ／協会のアリア

11:56 E4011402 東京2 松木　渓子 ソプラノ 小林秀雄／落葉松

12:02 E2011402 千葉 馬場　のり子 ソプラノ 山田耕筰／野薔薇

12:06 E1011403 埼玉１ 星　紀子 メゾソプラノ ドニゼッティ／ああ、私のフェルナンド

12:12 E6011402 神奈川 髙橋　恭子 ソプラノ プッチーニ／私が町を歩くとき

12:16 E6011403 神奈川 宮田　佳英子 ソプラノ F.P.トスティ／そっとしておいて!　一息つかせて

12:35 C2011401 愛知２ 北村　隆雄 バス
ジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェ

ルディ／ひとり寂しく眠ろう

12:42 E4011401 東京2 佐々木　彌 テノール 越谷 達之助／初恋

12:46 E5011401 埼玉2 塩出　杏子 ソプラノ カタラーニ／さようなら、ふるさとの家よ

12:52 E3011402 東京1 尾崎　幸子 ソプラノ ドヴォルザーク／月によせる歌

12:59 E6011401 神奈川 植木　武裕 バス 原　譲二　　編曲：Demetra　Fogazza／まつり

13:06 NG011402 長野 林　こと子 ソプラノ ベッリーニ／ああ信じられない

13:12 E2011403 千葉 佐藤　千恵子 ソプラノ ベッリーニ／ああ　いくたびか

13:19 E1011402 埼玉１ 和田　尚 バリトン ヴェルディ／悪魔め鬼め

13:25 C2011402 愛知２ 出崎　純子 ソプラノ ジュゼッペ　ヴェルディ／神よ平和を与えたまえ

13:32 NG011401 長野 石野　泰弘 バリトン トステイ／夢

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

14:10 E6010407 神奈川 伊藤　香織 ソプラノ プッチーニ／私の名前はミミ レオンカヴァッロ／鳥の歌

14:22 XE010403 地区大会免除芝野　遥香 ソプラノ 中田喜直／髪 プッチーニ／私の名はミミ

14:35 W1010404 京都 宮尾　和真 バリトン 團伊玖磨／朝明 マスネ／束の間の幻影

14:45 HR010405 広島 御牧　彩加 ソプラノ 中田喜直／歌をください G.ヴェルディ／神よ平和を与えたまえ

14:58 E6010401 神奈川 西村　知花子 ソプラノ G.プッチーニ／氷のような姫君の心も 團伊玖磨／あたしの大事な与ひょう

15:10 E2010402 千葉 浦野　美香 メゾソプラノ G.ドニゼッティ／ええ、フランス国王はお望みです H.ベルリオーズ／愛に燃え上がる炎が

15:40 W1010405 京都 西田　みずほ ソプラノ トスティ／口づけ トマ／みなさん、私を遊びの仲間に入れてください

15:53 W3010404 大阪２ 黒田　美羽 ソプラノ カタラーニ／さようなら、ふるさとの家よ ジョルダーノ／母が亡くなって

16:05 E3010406 東京1 上田　彩乃 ソプラノ モーツァルト／愛の喜びは露と消え シュトラウス2世／侯爵様、あなたのようなお方は

16:15 XE010404 地区大会免除芳賀　あずさ ソプラノ チマーラ／郷愁 ヴェルディ／神よ、平和を与えたまえ

16:25 C2010405 愛知２ 柴田　千沙都 ソプラノ チマローザ／お許し下さい、伯爵様 モーツァルト／雉鳩は嘆く

16:38 XW010408 地区大会免除玉置　彩音 ソプラノ ヴェルディ／いつも夜明けと夕方に チャイコフスキー／ああ、私は悩み疲れた

17:05 E5010401 埼玉2 田中　夕也 バリトン モーツァルト／私が溜め息をついている間に ヴェルディ／私に最後の時が来た　～　私は死にます

17:18 E4010404 東京2 板澤　舞 ソプラノ チマローザ／お許しください
ベッリーニ／あなたの優しい声が～来て下さい、愛する

お方

17:31 W1010403 京都 大江　留菜 ソプラノ メサジェ／恵みの太陽が輝く日 中山晋平　編作岩河智子／ゴンドラの唄

17:43 C2010406 愛知２ 釘宮　冴月 ソプラノ シャルパンティエ／その日から グノー／宝石の歌

17:56 W2010401 大阪１ 佐々木　真衣 ソプラノ ヴェルディ／私を奪って逃げて! チャイコフスキー／私は野の草ではなかったか

18:09 SZ010402 静岡 伊藤　尚人 バリトン ラフマニノフ／ひそかな夜の静寂の中で ヴェルディ／イアーゴの信条

18:19
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公式伴奏者・前日リハーサル時間割/10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

XE010403 芝野　遥香
04 新進声楽家部

門
中田喜直／髪 篠宮久徳 1540

板橋区立文化会館

第3練習室

プッチーニ／私の名はミミ ラ・ボエーム

E1011402 和田　尚 14 声楽愛好者オ ヴェルディ／悪魔め鬼め リゴレット 篠宮久徳 1600 板橋区立文化会館

E2011403 佐藤　千恵子
14 声楽愛好者オ

メガ部門
ベッリーニ／ああ　いくたびか

カプレーティ家

とモンテッキ家
篠宮久徳 1615

板橋区立文化会館

第3練習室

C2011402 出崎　純子
14 声楽愛好者オ

メガ部門

ジュゼッペ　ヴェルディ／神よ平和を与え

たまえ
運命の力 篠宮久徳 1630

板橋区立文化会館

第3練習室

NG011401 石野　泰弘
14 声楽愛好者オ

メガ部門
トステイ／夢 篠宮久徳 1805

板橋区立文化会館

第3練習室

E6010407 伊藤　香織
04 新進声楽家部

門
プッチーニ／私の名前はミミ ラ・ボエーム 篠宮久徳 1820

板橋区立文化会館

第3練習室

レオンカヴァッロ／鳥の歌 道化師

W1010404 宮尾　和真
04 新進声楽家部

門
團伊玖磨／朝明 篠宮久徳 1840

板橋区立文化会館

第3練習室

マスネ／束の間の幻影 エロディアーデ



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。 
 

 

 

 

 

 


