
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 作曲者/演奏曲　③ 作曲者/演奏曲　④ 作曲者/演奏曲　⑤

11:00 E6010204 神奈川 杉本　可菜 ソプラノ
エイミー・ビーチ／1.春、今年

の

エイミー・ビーチ／2.あぁ、愛

よ、たった一日の !

エイミー・ビーチ／3.あなたに

私の心を届けよう
團伊玖磨／ひぐらし

11:13 W401020 兵庫 日下部　求 テノール マスカーニ／セレナータ チマーラ／郷愁 中田喜直／悲しくなったときは

11:25 E1010202 埼玉１ 伴野　公三子 メゾソプラノ 團伊玖磨／春の鳥 ブラームス／歌の調べのように
ブラームス／暖かい空気はじっ

と動かず

11:38 E5010204 埼玉2 野村　拓海 テノール チマーラ／郷愁 だん　いくま／ひぐらし
スカルラッティ／恋する蝶のよ

うに

11:48 XE010203
地区大会免

除
角田　由喜 ソプラノ リスト／ローレライ

リヒャルト　シュトラウス／何

もない

小林秀雄／演奏会用アリア　す

てきな春に

12:01 E2010201 千葉 清水　進 バス 石桁真礼生／深山の入日
フランツ　シューベルト／嵐の

朝

フランツ　シューベルト／まぼ

ろし

フランツ　シューベルト／幻の

太陽
シューベルト／辻音楽師

12:14 E5010203 埼玉2 渡部　紀子 ソプラノ 山田耕作／からたちの花 山田耕作／二十三夜
ビバルディ／私はジャスミンの

花

12:41 E6010203 神奈川 西村　知花子 ソプラノ G.ヴェルディ／ストルネッロ P.チマーラ／ストルネッロ 小林秀雄／つるぎの歌

12:54 E5010205 埼玉2 大塚　利則 テノール ベッリーニ／喜ばせてあげて トスティ／理想 平井康三郎／九十九里浜

13:07 XE010202
地区大会免

除
佐分利　幸江 ソプラノ

アルマ　マーラー／刈り入れの

歌
平井康三郎／秘唱 團　伊玖磨／はる

13:17 XE010201
地区大会免

除
浅野　晶子 ソプラノ

小林秀雄／「五つの華の歌」よ

り第1曲 フリージア

小林秀雄／「五つの華の歌」よ

り第3曲 りんどう

リヒャルト・ワーグナー／止ま

れ！

13:30 E3010201 東京1 前田　紗希 ソプラノ R.シュトラウス／矢車菊 團伊玖磨／花季 團伊玖磨／紫陽花
R.シュトラウス／ツェツィーリ

エ

13:43
XW01020

4

地区大会免

除
加々良　弦 テノール レオンカヴァッロ／朝の歌 ドニゼッティ／一滴の涙 別宮貞雄／さくら横ちょう

13:56 W101020 京都 柚木　玲衣加 メゾソプラノ ベルク／夜 中田喜直／桐の花 別宮貞雄／春近き日に

14:09 MI010202 宮城 勝部　健作 テノール 山田耕作／六騎 ハイドン／船乗りの歌
ハイドン／彼女は決して恋心を

語りませんでした

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 作曲者/演奏曲　③ 作曲者/演奏曲　④

15:00 C2010105 愛知２ 大貫　亜以 ソプラノ ベッリーニ／喜ばせてあげて プッチーニ／ドレッタの夢の歌 プッチーニ／この宮殿の中で

15:16
HO01010

1
北海道 宮前　暢明 バリトン ベッリーニ／喜ばせてあげて

ヴェルディ／おまえこそ心を汚

すもの

レオンカヴァッロ／ごめんくだ

さい、皆さま方

15:32 E4010104 東京2 岩崎　香 ソプラノ
モーツァルト／ひどいですっ

て！…そんなことは仰らないで

マスネ／私はまだぼうっとして

いるわ
アダムス／私は毛沢東の妻

15:48 E6010107 神奈川 石井　和佳奈 ソプラノ
プッチーニ／この柔らかなレー

スの中の

カゼッラ／美しき乙女よ、わが

心の光

ヴェルディ／不思議だわ！〜あ

あ、多分彼だったのね〜いつも

自由に

16:04 XE010105
地区大会免

除
黒川　和伸 バス

モーツァルト／おおイシスとオ

シリスの神よ
ロッシーニ／罪のために

ヴェルディ／彼女は私を愛して

いない！...ひとり寂しく眠ろう

16:35 E3010103 東京1 新美　木麻 ソプラノ R.シュトラウス／けしの花
R.シュトラウス／僕の頭上に広

げておくれ

R.シュトラウス／ああ！お前は

自分の口に接吻させようとはし

なかった、ヨカナーン！

16:51 E5010104 埼玉2 大澤　桃佳 ソプラノ シュトラウス／ツェツィーリエ フォーレ／慈悲深きイエスよ
ウェーバー／亡き伯母が見た夢

に...曇った目はね、可愛い人よ

17:05 XE010104
地区大会免

除
飯塚　学 バリトン トスティ／悲しみ

グノー／門出を前に　ヴァラン

タンのアリア
ジョルダーノ／祖国の敵

17:21 E1010102 埼玉１ 須永　和華子 ソプラノ
リヒャルト・シュトラウス／舟

唄

リヒャルト・シュトラウス／眠

りにつくとき

リヒャルト・シュトラウス／災

い多きダフネ〜おお、私のロイ

キッポス

17:37 E4010101 東京2 佐藤　健太 バリトン C.グノー ／出征を前に M.ラヴェル／空想的な歌 M.ラヴェル／英雄的な歌 M.ラヴェル／酒の歌

18:05 E3010102 東京1 山﨑　陶子 ソプラノ ジョルダーノ／亡くなった母を レスピーギ／牧神たち マスネ／鏡のアリア

18:21 E6010109 神奈川 渡辺　智美 ソプラノ R.シュトラウス／薔薇のリボン
R.シュトラウス／ツェツィーリ

エ

G.F.ヘンデル／あなたの力ある日

には

G.F.ヘンデル／私を喜ばせに戻っ

てきて

18:35 C2010104 愛知２ 瀧川　珠生 ソプラノ ヴォルフ／世をのがれて 小林秀雄／すてきな春に
プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ

声に

18:48 C2010103 愛知２ 清水　進 バス
フランツ　シューベルト／最後

の希望

リヒャルト　シュトラウス／音

楽とはなんと美しいものだろう

リヒャルト・ワーグナー／ニワ

トコの花のかぐわしさ

19:02 C2010102 愛知２ 束原　由貴 ソプラノ メサジェ／恵みの太陽が輝く日 ベイツ／傷ついた鳩 プーランク／花 ドニゼッティ／この心の光

19:18

第1回国際声楽コンクール東京  本選

休　憩

休　憩

休　憩

2021年10月27日(水)　東京都調布市　調布市文化会館たづくり・くすのきホール

歌曲部門

グランプリ部門



公式伴奏者・前日リハーサル時間割/10月26日
受験番号 氏名 部門 作曲者/曲名 作品名 伴奏者 時刻 会場

MI010202 勝部　健作 02 歌曲部門 山田耕作／六騎 齋藤誠二 1730
板橋区立文化会館

第3練習室

ハイドン／船乗りの歌

ハイドン／彼女は決して恋心を語りません

でした

W1010201 柚木　玲衣加 02 歌曲部門 ベルク／夜 齋藤誠二 1800
板橋区立文化会館

第3練習室

中田喜直／桐の花

別宮貞雄／春近き日に
歌曲集『淡彩

抄』

HO010101 宮前　暢明
01 グランプリ部

門
ベッリーニ／喜ばせてあげて 齋藤誠二 1930

板橋区立文化会館

第3練習室

ヴェルディ／おまえこそ心を汚すもの 仮面舞踏会

レオンカヴァッロ／ごめんください、皆さ

ま方
道化師

C2010105 大貫　亜以
01 グランプリ部

門
ベッリーニ／喜ばせてあげて 齋藤誠二 2000

板橋区立文化会館

第3練習室

プッチーニ／ドレッタの夢の歌 つばめ

プッチーニ／この宮殿の中で
トゥーランドッ

ト

XW010204 加々良　弦 02 歌曲部門 レオンカヴァッロ／朝の歌 齋藤誠二 2030
板橋区立文化会館

第3練習室

ドニゼッティ／一滴の涙

別宮貞雄／さくら横ちょう



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。 
 

 

 

 

 

 


