
第１位 1 神奈川/東日本 杉浦　奎介 男性ヴォーカル アンドリュー・ロイド・ウェバー／君の歌をも
う一度

ラヴ・ネヴァー・ダイ
ズ

ファントム
クロード=ミシェル・シェーンベルク／神
よ何故？

ミス・サイゴン クリス

第２位 2 地区大会免除/西日本 堂本　祥子 女性ヴォーカル スティービー・ワンダー／ドント・ユー・ウォ
リー・バウト・ア・シング

シング ミーナ
サラ・バレリス／アイ・ディドゥント・プラ
ン・イット

ウェイトレス ベッキー

第３位 3 地区大会免除/東日本 本杉　隆朗 男性ヴォーカル アンドリュー・リッパ／ファイト・ザ・ドラゴン
ズ

ビッグ・フィッシュ
エドワード・ブ
ルーム

デイブ・マロイ／塵と灰
ナターシャ・ピエール・アンド・ザ・
グレート・コメット・オブ・1812

ピエール

第４位 4 地区大会免除/東日本 彌吉　優花 女性ヴォーカル ジューリー・スタイン／パレードに雨を降ら
せないで

ファニー・ガール
ファニー・ブライ
ス

クロード＝ミシェル・シェーンベルク／
オン・マイ・オウン

レ・ミゼラブル エポニーヌ

第５位 5 地区大会免除/西日本 五阿弥　萌 女性ヴォーカル フランク・ワイルドホーン／あんな人が ジキルとハイド ルーシー
ステファン・シュワルツ／魔法使いと
私

ウィキッド エルファバ

奨励賞 6 地区大会免除/西日本 川嵜　心蘭 女性ヴォーカル クロード=ミシェル・シェーンベルク／オン・
マイ・オウン

レ・ミゼラブル エポニーヌ
シルヴェスター・リーヴァイ／100万の
キャンドル

マリー・アントワネット
マルグリット・アル
ノー

奨励賞 6 地区大会免除/東日本 大川　優奈 女性ヴォーカル ジェイソン・ハウランド／アストニッシング 若草物語 ジョー デイヴ・マロイ／ノーワンエルス
ナターシャ・ピエール・アンド・ザ・
グレート・コメット・オブ・1812

ナターシャ

奨励賞 8 大阪１/西日本 津村　美緒 女性ヴォーカル マーヴィン・ハムリッシュ／愛した日々に悔
いはない

コーラスライン ディアナ
アンドリュー・ロイド・ウェバー／ともに
いてアルゼンティーナ

エビータ エヴァ・ペロン

奨励賞 9 地区大会免除/東日本 嶺井　真希 女性ヴォーカル 高田 浩／シャイニングスター リトルプリンス 王子 ドリー　パートン／出て行って 9時から5時まで
ジュディ　バーン
リー

奨励賞 10 地区大会免除/東日本 ルイス　魅麗セーラ 女性ヴォーカル ダニエル・メッセ／夢みる人は生きづらい アメリ アメリ ダン・ゴギン／スターになりたいだけ ナンセンス
シスター ロバート・
アン

奨励賞 11 大阪２/西日本 山下　未桜 女性ヴォーカル フランク・ワイルドホーン／彼こそ奇跡 シラノ！ ロクサーヌ
リチャード・ロジャース／6月は一斉に
花開く

回転木馬 ネティ

奨励賞 12 兵庫/西日本 宮本　陽菜 女性ヴォーカル チャールズ・ストラウス／小さな子供達 アニー ハニガン
ベニー・アンダーソン/ビョーン・ウル
ヴァース／勝者が全てを

マンマ・ミーア！ ドナ・シェリダン

入選 13 東京1/東日本 田中　怜緒直 男性ヴォーカル シルベスター・リーヴァイ／僕こそ音楽 モーツァルト！ ヴォルフガング フランクワイルドホーン／時がきた ジキル＆ハイド ジキル

入選 13 大阪１/西日本 石原　詩月 女性ヴォーカル アランメンケン／美女と野獣 美女と野獣 ポット夫人
チャーリー・スモールズ／誰も悪い
ニュースを持ってくるんじゃないよ

ウィズ 西の悪い魔女

入選 15 埼玉１/東日本 西村　実莉 女性ヴォーカル ジミー・ヴァン・ヒューゼン／欲しいの モダン・ミリー ミリー
サラ・バレリス／彼女は私の心の中に
いる

ウェイトレス ジェナ

入選 16 地区大会免除/東日本 橋爪　華琳 女性ヴォーカル ウィリアム・フィン／しゃべれる言葉は6個で
す

スペリング・ビー
マーシー・パー
ク

チャールズ・ストラウス／トゥモロー アニー アニー

入選 17 地区大会免除/西日本 入江　真名 女性ヴォーカル フランク・ワイルドホーン／わたしは戻らな
い

マタハリ マタハリ フランク・ワイルドホーン／新たな生活 ジキルとハイド ルーシー

入選 18 埼玉2/東日本 嶋本　恵美子 女性ヴォーカル アンドリュー・ロイド・ウェバー／ブエノスアイ
レス

エビータ エヴァ・ペロン モーリー・イェストン／私の真の愛 ファントム
クリスティーヌ・ダー
エ

入選 19 地区大会免除/西日本 池野　千夏 女性ヴォーカル ステファン・シュワルツ／闇に生きる ウィキッド エルファバ
フランク・ワイルドホーン／あなたのよ
うな人

ジキルとハイド ルーシー

入選 20 埼玉１/東日本 佐藤　樹璃 女性ヴォーカル アダム・ゲッテル／ザライトインザピアッツァ
ザライトインザピアッ
ツァ

クララ
マーク・シャイマン／フライフライアウェ
イ

キャッチミーイフユーキャン ブレンダ

入選 20 地区大会免除/西日本 天上　うらら 女性ヴォーカル シルヴェスター・リーヴァイ／100万のキャン
ドル

マリーアントワネット マルグリット エディ　パーフェクト／デッドマム ビートルジュース リディア

入選 22 神奈川/東日本 羽根渕　里菜 女性ヴォーカル シルヴェスター・リーヴァイ／ダンスはやめ
られない

モーツァルト！ コンスタンツェ フランク・ワイルドホーン／新たな生活 ジキル&ハイド ルーシー・ハリス

入選 23 神奈川/東日本 尾﨑　あかり 女性ヴォーカル アンドリュー・ロイド・ウェバー／私はイエス
がわからない

ジーザス・クライス
ト・スーパースター

マリア
フェルディ・ボランド＆ロブ・ボランド／
帰ってきたミレディ

三銃士 ミレディ

入選 24 愛知２/西日本 大野　詩乃 女性ヴォーカル アラン・メンケン／自由への扉
塔の上のラプンツェ
ル

ラプンツェル
レナード・バーンスタイン／着飾って輝
いて

キャンディード クネゴンデ

入選 25 地区大会免除/東日本 小野　りり子 女性ヴォーカル アラン・メンケン／私が生きてこなかった人
生

天使にラブソングを メアリーロバート
マーク・シャイマン／フライ、フライア
ウェイ

キャッチミーイフユーキャン
ブレンダ・ストロン
グ

入選 26 地区大会免除/西日本 遠藤　希林 女性ヴォーカル ヘンリー・クリーガー／ワン・ナイト・オンリー ドリームガールズ エフィ・ホワイト
アンドルー・ロイド・ウェバー／アルゼ
ンチンよ泣かないで

エビータ エビータ

入選 27 兵庫/西日本 西垣　桂太 男性ヴォーカル ジェリー・ボック／シー・ラヴズ・ミー シー・ラヴズ・ミー ジョージ アラン・メンケン／陽ざしの中へ ノートルダムの鐘 カジモド

入選 28 地区大会免除/西日本 野田　冴音 女性ヴォーカル アランメンケン／パートオブユアワールド リトルマーメイド アリエル
アーヴィング・バーリン／私はあなたに
夢中

トップハット デイル・トレモント

入選 29 東京1/東日本 加藤　遼河 男性ヴォーカル クロード＝ミシェル・シェーンベルク／神よ何
故？

ミス・サイゴン クリス アラン・メンケン／ひそかな夢 美女と野獣 野獣

入選 30 大阪１/西日本 上村　日菜子 女性ヴォーカル サラ バレリス／なにが焼けるかしら ウェイトレス ジェンナ
シルヴェスター・リーヴァイ／100万の
キャンドル

マリー・アントワネット

入選 31 兵庫/西日本 川口　りな 女性ヴォーカル シルヴェスター・リーヴァイ／レベッカ レベッカ
ダンヴァース夫
人

アンドリュー・ロイド=ウェバー／ともに
いてアルゼンチーナ

エビータ エヴァ・ペロン

入選 32 神奈川/東日本 黒川　桃花 女性ヴォーカル エルトン・ジョン／シャドウランド ライオンキング ナラ ステファン・シュワルツ／自由を求めて ウィキッド エルファバ

入選 33 神奈川/東日本 平野　真友 女性ヴォーカル スティーヴン・フラハティ／ユア・ダディーズ・
サン

ラグタイム サラ アラン・メンケン／歌ってお仕事 魔法にかけられて ジゼル

入選 33 神奈川/東日本 脇田　つぐみ 女性ヴォーカル ジェリー・ボック／バニラアイスクリーム シー・ラヴズ・ミー アマリア
フランク・ワイルドホーン／二人を信じ
て

ルドルフ マリー・ヴェッツェラ

入選 35 地区大会免除/西日本 鍬　颯介 男性ヴォーカル レスリー・ブリクッセ ＆ アンソニー・ニュー
リー／フー・キャン・アイ・ターン・トゥ

ドーランの叫び、観
客の匂い

コッキー
ジェイソン・ロバート・ブラウン／まだ終
わりじゃない

パレード レオ・フランク
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入選 36 地区大会免除/西日本 バリオス　アリアナ 女性ヴォーカル フランク・ワイルドホーン／マッドハッター
アリス・イン・ワン
ダーランド

帽子屋 モーリス・イヴァン／マイ・マン ファニーガール ファニー・ブライス

入選 37 埼玉１/東日本 宮崎　紗耶加 女性ヴォーカル レナード・バーンスタイン／すてきな気持ち ウエスト・サイド物語 マリア ジェイソン・ハウランド／驚くべき 若草物語 ジョー

入選 37 地区大会免除/東日本 入江　十和歌 女性ヴォーカル アランメンケン／我が家 美女と野獣 ベル マーヴィンハムリッシュ／ナッシング コーラスライン ディアナ

入選※１ 39 愛知１/西日本 後藤　志歩 女性ヴォーカル ベンジ・パセク、ジャスティン・ポール／ネ
バー・イナフ

ザ・グレイテスト・
ショウマン

ジェニー・リンド フランク・ワイルドホーン／ゴールド ゴールド〜カミーユとロダン カミーユ

入選 40 大阪２/西日本 松本　もえか 女性ヴォーカル クロード＝ミシェル・シェーンベルク／命をあ
げよう

ミス・サイゴン キム アラン・メンケン／不幸せな魂 リトルマーメイド アースラ

入選 40 神奈川/東日本 土屋　かれん 女性ヴォーカル エリオット・ケネディー&ゲイリー・バーロウ／
一番大切なこと

ファインディング・ネ
バーランド

シルビア メアリー・ロジャース／シャイ ワンス アポン ア マットレス ウィニフレッド

入選 42 地区大会免除/東日本 町田　つくし 女性ヴォーカル マーヴィン　ハムリッシュ／ダンス 10,ルック
ス 3

コーラスライン
ヴァル（ヴァレ
リー  クラーク）

ステファン　シュワルツ／自由を求めて ウィキッド
エルファバ　スロッ
プ

入選 43 地区大会免除/東日本 原口　琴美 女性ヴォーカル フレデリック・ロウ／踊り明かそう マイ・フェア・レディ イライザ シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに エリザベート エリザベート

入選 44 東京2/東日本 行成　小夏 女性ヴォーカル マーク・シャイマン／グッド・モーニング・ボ
ルチモア

ヘアスプレー
トレイシー・ター
ンブラッド

フランク・ワイルドホーン／Gold GOLD~カミーユとロダン~
カミーユ・クローデ
ル

入選 45 地区大会免除/東日本 大関　鷹 男性ヴォーカル レナード・バーンスタイン／マリア ウェストサイド物語 トニー フレデリック・ロウ／君住む街角 マイ・フェア・レディ フレディ

入選※２ 46 静岡/東日本 塩川　理津子 女性ヴォーカル クロード=ミッシェル・シェーンベルク／オン・
マイ・オウン

レ・ミゼラブル エポニーヌ
スコット・カトラー,ビヨンセ・ノウルズ,ヘ
ンリー・クリーガー／リッスン

ドリームガールズ
ディーナ・ジョーン
ズ

入選※３ 47 地区大会免除/西日本 服部　黎華 女性ヴォーカル レナード・バーンスタイン／輝いて見せて キャンディード クネゴンデ フレデリック・ロウ／踊り明かそう マイ・フェア・レディ
イライザ・ドゥーリト
ル

入選 47 大阪２/西日本 岸本　絵梨香 女性ヴォーカル ベンジ・パセック / ジャスティン・ポール／ネ
ヴァー・イナフ

グレイテスト・ショー
マン

ジェニー・リンド アラン・メンケン／不幸せな魂 リトル・マーメイド アースラ

入選 49 地区大会免除/東日本 弓削　桜子 女性ヴォーカル ローレンス・オキーフ/ネル・ベンジャミン／
ソーマッチベター

キューティーブロンド エル・ウッズ
トム・キット／ワンパーフェクトモーメン
ト

ブリングイットオン キャンベル

※1: 演奏時間39秒超過のため、得点を5％減算した
※2: 申告と異なる曲順で演奏したため、得点を5％減算した

※3: 演奏時間42秒超過のため、得点を5％減算した


