
番号 名前 部門 声種 演奏曲 作品 賞

E9020802 荒井　咲花
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

リン＝マニュエル・ミランダ／ど

こまでも
モアナと伝説の海 ○

E9020804 米田　るあ
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／カラー・オ

ブ・ザ・ウィンド
ポカホンタス 優

E9020805 深町　瑶子
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

アンドリューロイドウェバー／ガ

ス-劇場猫
キャッツ ○

E9020806 西光　里咲
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル ティム・ミンチン／ノーティ マチルダ 優

E9020902 澤田　花音
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 リトルマーメイド ○

E9020303 藤井　彩歌
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

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 ○

E9020304 佐藤　翔音
03 ミュージカル部

門
男声ヴォーカル アラン・メンケン／僕の願い ノートルダムの鐘 ○

E9020305 浜田　野乃華
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

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 ○

E9020308 伊地知　玲奈
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

クロードミッシェルシューンベル

ク／命をあげよう
ミス・サイゴン 最

E9020310 田中　聖樹子
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

マーヴィン・ハムリッシュ／ナッ

シング
コーラスライン ○

E9020311 山﨑　聡一郎
03 ミュージカル部

門
男声ヴォーカル アラン・メンケン／陽ざしの中へ ノートルダムの鐘 優

E9020315 加藤　愛唯
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／ダ

ンスはやめられない
モーツァルト！ ○

E9020316 西村　実莉
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／命をあげよう
ミス・サイゴン 優

E9020320 木田橋　明子
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

ジーイーン　テオーリ／ギミー

ギミー
モダンミリー ○

E9020321 白石　陽菜乃
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

マシュー・ワイルダー／リフレク

ション
ムーラン ○

E9020322 近藤　日実香
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル ダイアナ・ロス／自分を信じて ザ・ウィズ 優

E9020323 牛島　杏
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

アンドリュー・ロイド・ウェバー

／メモリー
キャッツ 優
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E9021201 鈴木　康子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ

カッチーニ（ヴァヴィロフ）／ア

ヴェ・マリア
○

E9021301 鈴木　勇
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バリトン

F.P トスティ／君なんかもう(愛し

ていない)
優

E9021302 久保田　裕二
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バリトン シューベルト／粉屋と小川 優

E9021303 下田　雄治
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バリトン

ヴェルディ／憐れみも、誉れも、

愛も。
マクベス 優

E9021401 神谷　忍
14 声楽愛好者オメ

ガ部門
ソプラノ ヴェルディ／慕わしき御名は リゴレット 優

E9021001 宮本　将志
10 声楽愛好者Ｙ部

門
テノール ガスタルドン／禁じられた音楽 ○

E9021002 岡本　優奈
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ

ジュゼッペ・ジョルダーニ ／い

としい女よ
○

E9021004 鈴木　晴
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ

ルイージ　ルッツィ／アヴェマリ

ア
○

E9021005 鈴木　桜
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ

ヘンデル／わたしは知る、わたしを

あがなう者は生きておられる
メサイア ○

E9021006 姫野　由宇
10 声楽愛好者Ｙ部

門
テノール プッチーニ／冷たい手を ラ・ボエーム ○

E9021007 村山　奈菜子
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ

プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声

に
ラ・ボエーム ○

E9021009 油井　みのり
10 声楽愛好者Ｙ部

門
メゾソプラノ カルダーラ／たとえつれなくとも 優

E9021103 篠澤　美佐江
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ

ジュゼッペ・ヴェルディ／慕わし

き御名
リゴレット ○

E9021104 大沼　尚子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ

プッチーニ／もしお前たちのよう

に小さい花であったなら
妖精ヴィッリ 優

E9021105 中風　ルミ子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ

モーツァルト／ぶってよ、マゼッ

ト
○

E9021106 杉谷　賢昭
11 声楽愛好者Ａ部

門
バリトン

ヴェルディ／プロヴァンスの海と

陸
椿姫 優

E9021107 前田　祐子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ ベッリーニ／あなたの優しい声が 清教徒 ○

E9021109 渋谷　和広
11 声楽愛好者Ａ部

門
テノール ファルボ／彼女に告げて 優
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E9020701 濱崎　亜依
07 高校1/2年生部

門
ソプラノ

ヴォルフ=フェラーリ／さような

ら、愛しのヴェネツィア
イル・カンピエッロ 優

E9020702 澤山　華凛
07 高校1/2年生部

門
ソプラノ

フランチェスコ・スキーラ／私は

夢を見た
○

E9020602 濱本　佳穂
06 高校3年/卒業

生部門
ソプラノ

モーツァルト／偉大な魂、高貴な

心を
○

E9020604 内　珠央
06 高校3年/卒業

生部門
メゾソプラノ ヘンデル／いとしの妻よ リナルド ○

E9020605 福岡　亜美
06 高校3年/卒業

生部門
ソプラノ 作者不詳／ニーナ ○

E9021501 musia amuse 15 重唱部門
女声三声(ピアノ

伴奏)

メンデルスゾーン／主よ、来て下

さい
○

E9020201 新宮　央子 02 歌曲部門 メゾソプラノ ドヴォルザーク／鷹の翼は ジプシーの歌 ○

E9020205 渡辺　智美 02 歌曲部門 ソプラノ
山田耕筰／たたへよ、しらべよ、

歌ひつれよ

風に寄せてうたへる春の

うた
○

E9020502 林　大熙 05 大学生部門 バリトン
ドニゼッティ／昔、美しいパリス

が恋したように
愛の妙薬 ○

E9020503 加藤　幸 05 大学生部門 ソプラノ ヴェルディ／慕わしい人の名は リゴレット ○

E9020505 王　基宇 05 大学生部門 テノール マスネ／目を閉じると見える マノン ○

E9020506 馬場　翔夏 05 大学生部門 ソプラノ ヴェルディ／穏やかな夜 イル・トロヴァトーレ ○

E9020402 高橋　大 04 新進声楽家部門 テノール
モーツァルト／もしも帝国に 友

なる神々よ
皇帝ティートの慈悲 優

E9020102 原口　正子 01 グランプリ部門 ソプラノ プッチーニ／ある晴れた日に 蝶々夫人 優

E9020103 頼住　栞里 01 グランプリ部門 ソプラノ パイジエッロ／春はすでに戻った セビリアの理髪師 ○

E9020104 柳原　ゆう 01 グランプリ部門 メゾソプラノ マスカーニ／ママも知るとおり
カヴァレリア・ルスティ

カーナ
○

E9020107 髙橋　裕美子 01 グランプリ部門 ソプラノ
ドニゼッティ／あたりは沈黙に閉

ざされ
ランメルモールのルチア ○

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）


