
番号 名前 部門 声種 演奏曲 作品 賞

W5020801 木根　彩呂花
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

エルトン・ジョン／早く王様にな

りたい
ライオンキング ○

W5020802 種野　瑚雪
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

ライオネル・バート／オリバーの

マーチ
オリバー! 優

W5020803 村山　楓稀
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／パート・オ

ブ・ユア・ワールド
リトルマーメイド ○

W5020804 浦　真亜咲
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／パート•オブ•

ユア•ワールド
リトルマーメイド ○

W5020805 森江　ゆずな
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル

アンドルー・ロイド・ウェバー／

メモリー
キャッツ 優

W5020807 森江　ゆりあ
08 ミュージカル小

学生部門
女声ヴォーカル 高田浩／シャイニングスター リトルプリンス ○

W5020901 橋本　瑚舞
09 ミュージカル中

学生部門
女声ヴォーカル

フランク・ワイルドホーン／ひと

かけらの勇気

スカーレット・ピンパー

ネル
○

W5020303 塩坂　真季
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 最

W5020306 岳川　梨理香
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／私

だけに
エリザベート 優

W5020308 中村　友香
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

アダム・ゲッテル／ライト・イ

ン・ザ・ピアッツァ

ライト・イン・ザ・ピ

アッツァ
○

W5020310 木下　葵巴
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル ハロルド・アーレン／虹の彼方に オズの魔法使い ○

W5020312 井本　隆太
03 ミュージカル部

門
男声ヴォーカル アランメンケン／日ざしの中へ ノートルダムの鐘 優

W5020313 辻　みいな
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル ノエル　ゲイ／顎で受けなさい ミーアンドマイガール ○

W5020316 田代　侑大
03 ミュージカル部

門
男声ヴォーカル アラン・メンケン／愛せぬならば 美女と野獣 ○

W5020317 河谷　由奈
03 ミュージカル部

門
女声ヴォーカル

リチャード・モートン・シャーマ

ン／お砂糖ひとさじで
メリー・ポピンズ ○

W5021001 赤井　七海
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ ベッリーニ／優雅な月よ ○

W5021003 川波　悦子
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ

プッチーニ／氷のような姫君の心

も
トゥーランドット 優

W5021004 上柿　舞
10 声楽愛好者Ｙ部

門
ソプラノ 中田喜直／火の島 ○

W5021101 竹田　典子
11 声楽愛好者Ａ部

門
ソプラノ チレア／私はおとなしい下僕

アドリアーナ・ルクヴ

ルール
○

W5021102 末吉　景子
11 声楽愛好者Ａ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 優

W5021104 市瀬　晋也
11 声楽愛好者Ａ部

門
バリトン 小林秀雄／落葉松 優

W5021201 藤﨑　久子
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ

ドニゼッティ／私の生まれたあの

お城
アンナ・ボレーナ ○

W5021202 宇都宮　眞理
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ トスティ／さようなら ○

W5021204 小南　光代
12 声楽愛好者Ｂ女

声部門
ソプラノ

ヴェルディ／恋はバラ色の翼に

乗って
イル・トロヴァトーレ 優
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W5021601 親和chorus
16 高校生アンサン

ブル部門
女声三部合唱

KOUDAI IWATSUBO／Carlos K.

／足跡
優

W5021301 今井　好彦
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バリトン フランク／天使の糧 ○

W5021302 桑原　寛二
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
テノール プッチーニ／星は光りぬ トスカ ○

W5021303 竹村　秀一
13 声楽愛好者Ｂ男

声部門
バリトン バッハ／大いなる主、強き王

クリスマス　オラトリオ

BWV248
優

W5020702 觜本　ゆかる
07 高校1/2年生部

門
ソプラノ

スカルラッティ／陽はすでにガン

ジス川から
愛のまこと ○

W5020703 小山　飛鳥
07 高校1/2年生部

門
ソプラノ

モーツァルト／さあ いとしいひ

とよ
ドン・ジョヴァンニ ○

W5020705 吉田　悠
07 高校1/2年生部

門
バリトン カリッシミ／勝利だ、私の心よ ○

W5020706 宮脇　眞子
07 高校1/2年生部

門
ソプラノ マッティ／ああ、いつわり 優

W5020202 竹村　秀一 02 歌曲部門 バリトン シューベルト／おやすみ 冬の旅 優

W5020602 山口　さくら
06 高校3年/卒業

生部門
ソプラノ スキーラ／夢 優

W5020605 安東　あかり
06 高校3年/卒業

生部門
ソプラノ ドニゼッティ／さようなら 連隊の娘 ○

W5020606 中川　宗太朗
06 高校3年/卒業

生部門
バリトン

スカルラッティ／貴方が私の死の

栄光を
○

C2020604 陸田　俊光
06 高校3年/卒業

生部門
テノール カルダーラ／たとえつれなくとも ○

W5020401 田渕　優羽 04 新進声楽家部門 ソプラノ プッチーニ／母もなしに 修道女アンジェリカ ○

W5020402 家根　侑里 04 新進声楽家部門 メゾソプラノ ワーグナー／夢 ○

W5020404 横江　真央子 04 新進声楽家部門 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か
カプレーティ家とモン

テッキ家
優

W5020503 北河　和珠 05 大学生部門 ソプラノ マスカーニ／わずかな花を 友人フリッツ ○

W5020504 石原　のぞみ 05 大学生部門 ソプラノ トスティ／私は貴女を愛したい ○

W5020506 清瀬　未爽 05 大学生部門 ソプラノ シャルパンティエ／あの日から ルイーズ ○

W5020507 歳成　芽生 05 大学生部門 ソプラノ ドニゼッティ／おお、雲よ マリーア･ストゥアルダ ○

W5020508 内田　ゆき乃 05 大学生部門 メゾソプラノ ロッシーニ／今の歌声は セビリアの理髪師 ○

W5020509 戸野　智宥 05 大学生部門 ソプラノ ドヴォルザーク／月に寄せる歌 ルサルカ ○

W5020511 申　鉉煥 05 大学生部門 バリトン
トスティ／平穏を再び私に与えて

ください
○

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）


