
番号 名前 部門 声種 演奏曲 作品 賞

E6020801 地紙　理央
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル 三木たかし／愛をありがとう 夢から醒めた夢 ○

E6020802 森田　レイ
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

メンケン／パート・オブ・ユア・

ワールド
リトル・マーメイド 優

E6020803 佐々木　咲華
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル アラン　メンケン／歌ってお仕事 魔法にかけられて ○

E6020901 上杉　璃乃
09 ミュージカル中

学生部門
女声ヴォーカル

ステファン　シュワルツ／魔法使い

と私
ウィキッド 優

E6020902 相田　美音
09 ミュージカル中

学生部門
女声ヴォーカル

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 ○

E6020903 岩淵　心咲
09 ミュージカル中

学生部門
女声ヴォーカル

スティーヴン　シュワルツ／魔法使

いと私
ウィキッド 優

E6020905 徳山　しずく
09 ミュージカル中

学生部門
女声ヴォーカル アラン　メンケン／どんな夢より リトルマーメード ○

E6020304 柴尾　奈々
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

アラン・メンケン／カラー・オブ・

ザ・ウィンド
ポカホンタス ○

E6020305 成川　諒
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

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 優

E6020306 黒川　明美
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル アランメンケン／どんな夢より リトルマーメード ○

E6020307 大庭　愛衣
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

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 ○

E6021003 佐藤　沙耶
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ モーツァルト／楽しい安らぎが ○

E6021004 藁谷　友希
10 声楽愛好者Ｙ部

門
バス モンテベルディ／私を死なせて！ ○

E6021005 上倉　里仁
10 声楽愛好者Ｙ部

門
メゾソプラノ

サン＝サーンス／私の心はあなたの

声に花開く
サムソンとデリラ 優

E6021101 濱田　裕子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ ロッシーニ／約束 ○

E6021102 豊田　晃子
11 声楽愛好者Ａ部

門
メゾソプラノ

クロード・ミシェル・シェーンベル

ク／夢やぶれて
レ・ミゼラブル ○

E6021103 上條　恵子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ

モーツァルト／楽しい思い出はどこ

へ
フィガロの結婚 ○

E6021201 田邊　久美子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ こばやしひでお／落葉松 ○

E6021204 長谷川　淳子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ

ヴェルディ／神よ、平和を与えたま

え
運命の力 ○

E6021205 須山　暁子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ ヨハン･シュトラウス／春の声 ○

E6021206 高橋　美智子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ

ジャコモ.プッチーニ／歌に生き、恋

に生き
トスカ ○

E6021302 古閑　弘志
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バス シューベルト／プロメテウス 優

E6021303 鶴巻　信利
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
カウンターテナー

ビバルディ／私はないがしろにされ

た妻
バヤゼット 優
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E6021601
法政大学第二中・高

等学校合唱部

16 高校生アンサン

ブル部門
女声三部 千原英喜／寂庵の祈り ある真夜中に ○

E6021602
神奈川県立麻生総合

高等学校合唱部

16 高校生アンサン

ブル部門
女声３部 間宮　芳生／さんさい踊り ○

E6021401 飯島　昌江
14 声楽愛好者オメ

ガ部門
メゾソプラノ ヘンデル／ああ  わが胸 アルチーナ ○

E6021402 田坂　小夜子
14 声楽愛好者オメ

ガ部門
ソプラノ プッチーニ／ある晴れた日に 蝶々夫人 優

E6021403 山岡　美智子
14 声楽愛好者オメ

ガ部門
ソプラノ モーツァルト／岩のように コジ・ファン・トゥッテ ○

E6021404 糸賀　美代子
14 声楽愛好者オメ

ガ部門
ソプラノ

ヴェルディ／神よ、平和を与えたま

え
運命の力 ○

E6020701 﨑村　優奏 07 高校1/2年生部門 ソプラノ フランチェスコ　スキーラ／夢 ○

E6020703 髙木　咲姫 07 高校1/2年生部門 ソプラノ
アントニオ・チェスティ／私の偶像

の回りに
○

E6020704 上野　修護 07 高校1/2年生部門 テノール トスティ／君なんかもう 優

E6020705 武田　聖也 07 高校1/2年生部門 バリトン
クラウディオ・モンテヴェルディ／

私を死なせて
優

E6020706 森田　ハンナ 07 高校1/2年生部門 ソプラノ ドゥランテ／愛に満ちた処女よ ○

E6020601 佐々木　夏海
06 高校3年/卒業生

部門
ソプラノ

ヴィヴァルディ／私はジャスミンの

花
ポントの女王アルシルダ ○

E6020602 田中　晴朗
06 高校3年/卒業生

部門
テノール

フランチェスコ・パオロ・トスティ

／最後の歌
○

E6020201 岡田　頼祈 02 歌曲部門 バリトン ローベルト・シューマン／月夜 優

E6020202 坂口　真由子 02 歌曲部門 ソプラノ R.シュトラウス／万霊節 ○

E6020501 岩渕　想生 05 大学生部門 ソプラノ モーツァルト／女も15になれば コジ・ファン・トゥッテ ○

E6020504 大島　朱乃 05 大学生部門 ソプラノ ベッリーニ／あなたの優しい声が 正教徒 ○

E6020507 眞子　伊織 05 大学生部門 テノール トスティ／暁は光から ○

E6020401 奧澤　麻紀子 04 新進声楽家部門 メゾソプラノ
サン=サーンス／愛よ！ か弱い私に

力を貸して
サムソンとデリラ ○

E6020403 中村　真子 04 新進声楽家部門 ソプラノ モーツァルト／恋人よ、早くここへ フィガロの結婚 ○

E6020101 中駄　美花 01 グランプリ部門 ソプラノ G.ロッシーニ／暗い森よ グリエルモ・テル ○

E6020102 小川　瑞枝 01 グランプリ部門 ソプラノ
プーランク／あなた、私はもういや

よ
ティレジアスの乳房 ○

〇：准本選入選、優：優秀賞（准本選入選）、最：最優秀賞（准本選入選）

第2回国際声楽コンクール東京
第4東京大会准本選入選者

2022年8月17日(水)　町田市　和光大学ポプリホール鶴川


