
2nd International Vocal Competition TOKYO

OK021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:00 ソプラノ 岡山 作曲者/曲名

C1021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:05 テノール 愛知1 作曲者/曲名

C2021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:09 ソプラノ 愛知2 作曲者/曲名

KM021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:15 テノール 熊本 作曲者/曲名

IS021402 作品/役名 言語 日本語

12:21 ソプラノ 石川 作曲者/曲名

HR021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:25 テノール 広島 作曲者/曲名

IS021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:29 バリトン 石川 作曲者/曲名

W3021401 作品/役名 言語 イタリア語

12:34 ソプラノ 大阪2 作曲者/曲名

グルック／ああ私のやさしい熱情が

八川　明子

斎木　彰

井上　雅子

野﨑　勉

林　こと子

末長　邦夫

デ・クルティス／帰れソレントへ

ラ·ボエーム/ミミ

プッチーニ／私の名はミミ

トスティ／最後の歌

山田　耕筰／のばら

ディ・カプア／我が太陽

トステイ／祈り

石野　泰弘

出崎　純子 ワリー/ワリー

カタラーニ／さようなら、ふるさとの家よ

声楽愛好者オメガ部門

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

♬ ロビーにて結果発表・入選メダル授与（審査員の個人講評はグランプリ部門発表後に実施） ♬ 
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XW020101 作品/役名 言語 イタリア語

13:00 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW020108 作品/役名 言語 イタリア語

13:07 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

IS020103 作品/役名 言語 イタリア語

13:10 ソプラノ 石川 作曲者/曲名

XW020107 作品/役名 言語 イタリア語

13:16 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

W1020101 作品/役名 言語 イタリア語

13:23 バリトン 大阪1 作曲者/曲名

OK020101 作品/役名 言語 イタリア語

13:29 ソプラノ 岡山 作曲者/曲名

XW020102 作品/役名 言語 イタリア語

13:36 テノール 地区大会免除 作曲者/曲名

XW020106 作品/役名 言語 イタリア語

13:42 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

E7020103 作品/役名 言語 イタリア語

14:05 ソプラノ 東京5 作曲者/曲名

W2020101 作品/役名 言語 イタリア語

14:12 ソプラノ 京都 作曲者/曲名

HR020101 作品/役名 言語
ヴォカリー

ズ語

14:19 ソプラノ 広島 作曲者/曲名

XW020105 作品/役名 言語 イタリア語

14:26 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

C2020102 作品/役名 言語 イタリア語

14:31 バス 愛知2 作曲者/曲名

W3020101 作品/役名 言語 イタリア語

14:38 ソプラノ 大阪2 作曲者/曲名

XW020104 作品/役名 言語 イタリア語

14:44 メゾソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

XW020103 作品/役名 言語 イタリア語

14:50 ソプラノ 地区大会免除 作曲者/曲名

♪:*:♪　演奏終了　♪:*:♪

♬ ロビーにて結果発表・入選メダル授与・審査員による個人講評会 ♬ 

松下　奈来砂

加治屋　菜美子

日和　充

澤山　和歌子

横井　元子

馬場　裕子

佐々木　真衣

安藤　裕美

♪:*:♪　休　憩　♪:*:♪

山原　さくら

佐藤　紗貴子

安藤　真弓

奥野　知秀

マクベス/マクベス

グリエール／コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲Op.82 第２楽章

アドリアーナ・ルクヴルール /ブイヨン公爵夫人

片山　和美

吉村　耕一

プッチーニ／なんと素晴らしい美人

ドン・パスクワーレ/ノリーナ

仮面舞踏会/アメーリア

ヴェルディ／あの草を摘み取って

マノン・レスコー/デ・グリュー

西村　奈津子

ベッリーニ／ああ、幾度か

モーツァルト／岩のように動かずに

サルヴァトール・ローザ/アルコス公爵

女はみなこうしたもの/フィオルディリージ

プッチーニ／冷たき手を

いいなづけ/ルチーア

チレア／苦い喜び、甘い苦しみ

清教徒/エルヴィーラ

ベッリーニ／私は美しい乙女

ボエーム/ロドルフォ

ぺトレッラ／さようなら、水面から昇りたつ山々

カプレーティ家とモンテッキ家/ジュリエッタ

プッチーニ／ドレッタの夢の歌

ゴメス／夫として、父としての穏やかな喜び

セヴィリアの理髪師/ロジーナ

ロッシーニ／今の歌声は

ロッシーニ／祖国を思いなさい

つばめ/マグダ

橋本　瑞生

グランプリ部門

アルジェのイタリア女/イザベッラ

ドニゼッティ／あの目に騎士は

エジプトのジューリオ・チェザーレ/クレオパトラ

ヘンデル／嵐の海で難破した小舟は

ヴェルディ／哀れみも、誉れも、愛も
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受験番号 氏名 部門 声種 作曲者/演奏曲 作品名 担当伴奏者 リハ時刻

IS021401 石野　泰弘
声楽愛好者オメガ

部門
バリトン トステイ／祈り 關口康祐 17:00

KM021401 野﨑　勉
声楽愛好者オメガ

部門
テノール トスティ／最後の歌 關口康祐 17:15

IS021402 林　こと子
声楽愛好者オメガ

部門
ソプラノ 山田　耕筰／のばら 關口康祐 17:30

W3021401 出崎　純子
声楽愛好者オメガ

部門
ソプラノ

カタラーニ／さようなら、ふ

るさとの家よ
ワリー 關口康祐 17:45

OK021401 八川　明子
声楽愛好者オメガ

部門
ソプラノ

グルック／ああ私のやさしい

熱情が
關口康祐 18:15

XW020101 片山　和美 グランプリ部門 ソプラノ
ヴェルディ／あの草を摘み

取って
仮面舞踏会 關口康祐 18:30

XW020108 吉村　耕一 グランプリ部門 テノール
プッチーニ／なんと素晴らし

い美人
マノン・レスコー 關口康祐 18:45

IS020103 松下　奈来砂 グランプリ部門 ソプラノ
ドニゼッティ／あの目に騎士

は
ドン・パスクワーレ 關口康祐 19:00

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/1

会場：堺シティオペラ・エタニティエイト



 

 

国際声楽コンクール東京・公式伴奏リハーサル会場案内 

堺シティオペラ・エタニティエイト 

 
 利用者名（会場掲示）：なし（民間ビル内） 
 住所：堺市北区百舌鳥赤畑町 4-256 八光ビル 4 階，TEL：072-254-1151 
 JR 阪和線 百舌鳥駅東口徒歩１分 

 アクセス詳細   http://sakai-city-opera.jp/publics/index/7/ 

【土足厳禁】 

 

 

 

 

 

 

 

 


