
時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　①

13:00 E9020701 東京6 濱崎　亜依 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

13:04 E6020701 東京4 﨑村　優奏 ソプラノ グルック／ああ、私の優しい熱情が

13:10 E6020704 東京4 上野　修護 テノール トスティ／君なんかもう

13:16 W2020704 京都 竹原　一穂 ソプラノ プッチーニ／私の大好きなお父さん

13:20 E5020701 東京3 大竹　豊 バリトン モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

13:25 W2020706 京都 門脇　早紀 ソプラノ スキーラ／夢

13:31 E6020705 東京4 武田　聖也 バリトン モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

13:37 E3020701 東京2 大前　桜 ソプラノ ドニゼッティ／私のこの心の光

13:44 W3020706 大阪2 金町　真由子 ソプラノ チマーラ／海の歌

13:50 XW020701 免除 山田　遇己 テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙

14:10 XE020704 免除 縣　美月 ソプラノ モーツァルト／偉大な魂、高貴な心を

14:16 XW020702 免除 安藤　詩乃 ソプラノ ロッシーニ／非難

14:21 XE020706 免除 蛭田　優莉亜 ソプラノ モーツァルト／恋人よ、さあこの薬で

14:25 W4020707 兵庫1 山田　理々 ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリーア

14:30 KG020704 香川 鎌田　智江 ソプラノ スカルラッティ／貴女が私の死の栄光を

14:35 XW020704 免除 黒島　萌絵 ソプラノ ヘンデル／優しい眼差しよ

14:41 OK020701 岡山 岸野　友哉 バリトン スカルラッティ／もしフロリンドが誠実なら

14:45 E9020702 東京6 澤山　華凛 ソプラノ トスティ／夢

14:50 OK020703 岡山 山田　遥太 バリトン スカルラッティ／私は心に感じる

14:56 W5020705 兵庫2 吉田　悠 バリトン カルダーラ／親愛な森よ

15:00 W5020706 兵庫2 宮脇　眞子 ソプラノ 平井康三郎／九十九里浜

15:20 E2020701 千葉 菅野　愛 ソプラノ マンシア／側に居ることは

15:24 HR020703 広島 田中　友理 ソプラノ ドナウディ／ああ愛する人の

15:30 HR020706 広島 本松　大河 バリトン モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

15:35 W4020704 兵庫1 萩原　舞冬 ソプラノ チェスティ／いとしい人の回りに

15:39 C2020704 愛知2 小島　健吾 テノール トスティ／薔薇

15:43 C2020705 愛知2 岩本　藍 ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリーア

15:48 W4020702 兵庫1 大神　朱音 ソプラノ トスティ／最後の歌

15:54 XE020707 免除 下田　朝日 テノール トスティ／最後の歌

15:59 XE020708 免除 伊藤　幸奈 ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリーア

16:04 W5020703 兵庫2 小山　飛鳥 ソプラノ フォーレ／ピエ・イエズ

16:25 FK021502 福岡 ロイド＝ウェッバー／慈悲深きイエスよ

16:30 GF021501 岐阜 バッハ, グノー／アヴェ・マリーア

16:34 E5021501 東京3 中山豪次郎／流星のナミダ

16:39 HR021501 広島 モーツァルト／恋の痛みを知る人は

16:44 E9021501 東京6 メンデルスゾーン／主よ、来て下さい

16:49 FK021601 福岡 ヨシュ・エルベルディン／アンジェラス

16:55 FK021602 福岡 千原英喜／この星に生まれて

17:01 NI021601 新潟 キム・アンドレ・アーネセン／奉仕と愛のあるところ

17:07 E6021602 東京4 松下　耕／八木節

17:12 E8021601 神奈川 小田美樹・信長貴富／群青

17:18 W5021601 兵庫2 KOUDAI IWATSUBO/Carlos K.／足跡

17:24 E6021601 東京4 大田桜子／初恋

17:30 GF021601 岐阜 作曲者不詳／未来への誓い

新潟県立新潟中央高等学校コーラス部

神奈川県立麻生総合高等学校合唱部

幸福の科学学園関西校合唱部

TOIN junior 

親和chorus

法政大学第二中・高等学校合唱部

第2回国際声楽コンクール東京  本選

2022年10月9日(日)　東京都・清瀬市　清瀬けやきホール

高校1/2年生部門

重唱部門

高校生アンサンブル部門

Jura & Islay

Musica felice

流れ星

大友　明帆＆山田　遥太

musia amuse

久留米信愛Gryffindor House

久留米信愛Hufflepuff House



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 会場

W5020703 小山　飛鳥
高校1/2年

生部門
ソプラノ フォーレ／ピエ・イエズ レクイエム 白取晃司 17:00

C2020705 岩本　藍
高校1/2年

生部門
ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリーア 白取晃司 17:15

XE020708 伊藤　幸奈
高校1/2年

生部門
ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリーア 白取晃司 17:30

W4020702 大神　朱音
高校1/2年

生部門
ソプラノ トスティ／最後の歌 白取晃司 17:45

XE020707 下田　朝日
高校1/2年

生部門
テノール トスティ／最後の歌 白取晃司 18:00

C2020704 小島　健吾
高校1/2年

生部門
テノール トスティ／薔薇 齋藤誠二 18:15

W4020704 萩原　舞冬
高校1/2年

生部門
ソプラノ

チェスティ／いとしい人の回

りに
齋藤誠二 18:30

HR020706 本松　大河
高校1/2年

生部門
バリトン

モーツァルト／もう飛ぶまい

ぞこの蝶々
フィガロの結婚 齋藤誠二 18:45

HR020703 田中　友理
高校1/2年

生部門
ソプラノ ドナウディ／ああ愛する人の 齋藤誠二 19:00

E2020701 菅野　愛
高校1/2年

生部門
ソプラノ マンシア／側に居ることは 齋藤誠二 19:15

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/8

会場：板橋区立文化会館第2, 3練習室

板橋区立文

化会館第2練

習室

板橋区立文

化会館第３

練習室



公式伴奏リハーサル会場案内 

板橋区立文化会館・第 2, 3 練習室（地下 1 階） 

 

◼ 利用者名（会場掲示）： カンタームス 

◼ 住所：東京都板橋区大山東町 51-1，電話：03-3579-2222 

◼ 東武東上線「大山」駅北口徒歩 3 分 

◼ 都営三田線「板橋区役所前」駅 A3 出口徒歩 7 分 

◼ 商店街に面したホール入り口ではなく、脇道を入った管理事務所入り口より

入館。 

 

 

 

 

 

 


