
時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　①

11:00 NI021301 新潟 成田　秀雄 バリトン ヴェルディ／哀れみも誉れも愛も

11:06 C1021302 愛知1 加藤　洋司 テノール ヴェルディ／ああ、御身こそわが恋人

11:11 E5021304 東京3 袴田　優 バリトン ヴェルディ／おまえこそ心を汚すもの

11:18 E6021302 東京4 古閑　弘志 バス シューベルト／プロメテウス

11:25 E6021303 東京4 鶴巻　信利 カウンターテナー ヴィヴァルディ／私は蔑ろにされた妻

11:32 E9021301 東京6 鈴木　勇 バリトン ヴェルディ／プロヴァンスの海と陸

11:38 W5021303 兵庫2 竹村　秀一 バリトン レオンカヴァッロ／プロローグ　(ごめんください、皆

11:45 E4021302 埼玉 平井　浩人 テノール チレア／フェデリコの嘆き

12:05 E3021301 東京2 篠　松次郎 バス ブラームス／たとえ、人々の異言、天使たちの異言を語

12:11 FK021301 福岡 藤田　雅之 テノール ヴェルディ／ああ、あなたこそ私の恋人

12:15 IS021301 石川 沢田　猛 バリトン メンデルスゾーン／主よ、もう十分です

12:21 IS021302 石川 池田　英次 カウンターテナー グノー／アヴェ・マリア

12:25 C1021301 愛知1 松岡　和人 バス ヴェルディ／愛する地パレルモよ

12:31 NG021301 長野 宇羽野　功 バリトン ヴェルディ／お前こそ心を汚すもの

12:38 W4021301 兵庫1 苗田　順一朗 バリトン 小林秀雄／落葉松

12:44 E9021303 東京6 下田　雄治 バリトン ヴェルディ／憐れみも、誉れも、愛も
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13:30 E3020604 東京2 米澤　彩紗 メゾソプラノ マルチェッロ／私を燃え立たせるあの炎

13:35 XE020603 免除 大倉　光琉 バリトン トスティ／秘密

13:41 XE020617 免除 相馬　和花 ソプラノ モーツァルト／大いなる魂と高貴な心

13:46 XE020627 免除 谷口　奈津実 ソプラノ ベッリーニ／マリンコニーア

13:49 GF020601 岐阜 五郎丸　裕大 テノール トスティ／四月

13:55 GF020602 岐阜 加藤　睦望 ソプラノ 小林秀雄／すてきな春に

14:00 W1020602 大阪1 小山田　佳乃子 ソプラノ ヘンデル／この胸に息のある限り

14:07 W3020601 大阪2 神谷　天 バリトン トスティ／暁は光から

14:11 IW020601 岩手 日當　健太 テノール チマーラ／郷愁

14:14 E4020607 埼玉 下田　一葉 メゾソプラノ ポンキエッリ／貴婦人の声か、天使の声か

14:19 XE020606 免除 金　鎮國 テノール トスティ／セレナータ

14:25 W4020602 兵庫1 平康　花乃子 ソプラノ ドニゼッティ／一滴の涙

14:30 E6020602 東京4 田中　晴朗 テノール トスティ／最後の歌

14:50 XE020619 免除 津幡　彩乃 ソプラノ モーツァルト／偉大な魂と高貴な心

14:56 XE020633 免除 堀　遥日 ソプラノ ドニゼッティ／この心の光

15:02 W5020602 兵庫2 山口　さくら ソプラノ トスティ／私に静けさを

15:08 E9020602 東京6 濱本　佳穂 ソプラノ プッチーニ／私の名はミミ

15:14 W1020601 大阪1 高井　静流 ソプラノ ヘンデル／私の愛する人よ

15:19 E2020602 千葉 菊地　葵 ソプラノ マンチャ／側に居ることは

15:23 E3020601 東京2 田中　彼方 バリトン モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

15:28 HR020603 広島 大友　明帆 ソプラノ ドニゼッティ／さようなら！

15:35 E6020601 東京4 佐々木　夏海 ソプラノ 中田喜直／さくら横ちょう

15:39 E4020606 埼玉 西脇　紫恵 ソプラノ ベッリーニ／熱き願い

15:43 XE020608 免除 富田　空河 テノール トスティ／薔薇

15:48 XE020604 免除 齋藤　怜華 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か

15:54 XE020611 免除 大宮　みゆら ソプラノ ペトレッラ／さらば山々よ

16:15 XE020607 免除 舟山　颯人 バリトン モーツァルト／もし踊りをなさりたければ

16:19 XW020605 免除 原野　颯琴 メゾソプラノ ロッシーニ／ひどい運命よ！

16:25 XE020610 免除 横山　凜美 ソプラノ ヴィンチ／彼女はヒバリのようだ

16:29 W4020603 兵庫1 佐藤　匠馬 バリトン ティト・マッテイ／ああ、偽り

16:34 E7020602 東京5 長田　知親 ソプラノ モーツァルト／たとえ父を失い

16:41 XE020614 免除 今泉　涼介 バリトン ピッチンニ／ああ夜よ、神秘の女神よ

16:47 XE020616 免除 内貴　龍聖 バリトン トスティ／最後の歌

16:52 XE020618 免除 永井　渚月 ソプラノ モーツァルト／耐えがたい苦痛のなか

16:58 XW020608 免除 廣安　日向子 ソプラノ モーツァルト／岩のように動かずに

17:05 XW020610 免除 渡邉　美音 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か

17:10 XW020612 免除 麦野　真凜 ソプラノ プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声に

17:30 XE020629 免除 長谷川　晴信 テノール ドナウディ／いつかまた君に逢えるだろうか

17:34 XW020614 免除 河野　愛留 ソプラノ ヘンデル／瞳よ、愛の矢よ！

17:39 XE020624 免除 石橋　青 テノール ドナウディ／いつまた君に逢えるだろうか

17:42 XE020625 免除 清野　燈和 メゾソプラノ トスティ／夢

17:48 XE020626 免除 岡崎　真衣 メゾソプラノ モーツァルト／自分で自分がわからない

17:53 XW020615 免除 阿座上　拓也 バス ヴェルディ／墓に近寄らないでほしい

17:58 XE020628 免除 古市　景子 ソプラノ モーツァルト／女も十五になれば

18:03 XE020630 免除 農木　隆家 バリトン トスティ／最後の歌

18:09 XE020632 免除 忍田　陽子 ソプラノ モーツァルト／彼女を愛そう

18:15 XE020635 免除 渋谷　理子 メゾソプラノ グルック／エウリディーチェを失って

18:21 HO020603 北海道 髙橋　歩夢 バリトン モーツァルト／もう飛ぶまいぞこの蝶々

18:27 E9020604 東京6 内　珠央 メゾソプラノ モーツァルト／恋とはどんなものかしら

18:32 W5020605 兵庫2 安東　あかり ソプラノ モーツァルト／大いなる魂と高貴な心

高校３年/卒業生部門



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

GF020601 五郎丸　裕大
高校3年/卒

業生部門
テノール トスティ／四月 篠宮久徳 14:00

GF020602 加藤　睦望
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ 小林秀雄／すてきな春に 篠宮久徳 14:15

W1020602 小山田　佳乃子
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ

ヘンデル／この胸に息のある

限り

ジュリオ・チェーザ

レ
篠宮久徳 14:30

W3020601 神谷　天
高校3年/卒

業生部門
バリトン トスティ／暁は光から 篠宮久徳 14:45

IW020601 日當　健太
高校3年/卒

業生部門
テノール チマーラ／郷愁 篠宮久徳 15:00

E4020607 下田　一葉
高校3年/卒

業生部門

メゾソプラ

ノ

ポンキエッリ／貴婦人の声

か、天使の声か
ラ・ジョコンダ 篠宮久徳 15:30

W4020602 平康　花乃子
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ ドニゼッティ／一滴の涙 篠宮久徳 15:45

E6020602 田中　晴朗
高校3年/卒

業生部門
テノール トスティ／最後の歌 篠宮久徳 16:00

XE020619 津幡　彩乃
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ

モーツァルト／偉大な魂と高

貴な心
篠宮久徳 16:15

XE020633 堀　遥日
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ ドニゼッティ／この心の光 シャモニーのリンダ 篠宮久徳 16:30

W5020602 山口　さくら
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ トスティ／私に静けさを 篠宮久徳 17:00

E9020602 濱本　佳穂
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ プッチーニ／私の名はミミ ラ・ボエーム 篠宮久徳 17:15

XE020606 金　鎮國
高校3年/卒

業生部門
テノール トスティ／セレナータ 篠宮久徳 17:30

NG021301 宇羽野　功
声楽愛好者

Ｂ男声部門
バリトン

ヴェルディ／お前こそ心を汚

すもの
仮面舞踏会 岩撫智子 18:00

XE020627 谷口　奈津実
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ ベッリーニ／マリンコニーア 六つのアリエッタ 岩撫智子 18:15

W4021301 苗田　順一朗
声楽愛好者

Ｂ男声部門
バリトン 小林秀雄／落葉松 岩撫智子 18:30

XE020603 大倉　光琉
高校3年/卒

業生部門
バリトン トスティ／秘密 岩撫智子 18:45

FK021301 藤田　雅之
声楽愛好者

Ｂ男声部門
テノール

ヴェルディ／ああ、あなたこ

そ私の恋人

イル・トロヴァトー

レ
岩撫智子 19:00

E3021301 篠　松次郎
声楽愛好者

Ｂ男声部門
バス

ブラームス／たとえ、人々の

異言、天使たちの異言を語ろ

うとも

岩撫智子 19:15

E3020604 米澤　彩紗
高校3年/卒

業生部門

メゾソプラ

ノ

マルチェッロ／私を燃え立た

せるあの炎
岩撫智子 19:45

IS021302 池田　英次
声楽愛好者

Ｂ男声部門

カウンター

テナー
グノー／アヴェ・マリア 岩撫智子 20:00

IS021301 沢田　猛
声楽愛好者

Ｂ男声部門
バリトン

メンデルスゾーン／主よ、も

う十分です
エリア 岩撫智子 20:15

XE020617 相馬　和花
高校3年/卒

業生部門
ソプラノ

モーツァルト／大いなる魂と

高貴な心
岩撫智子 20:30

E9021303 下田　雄治
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 岩撫智子 20:45

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/9

会場：レンタルスタジオふわり江古田、レンタルスタジオふわり護国寺

レンタルス

タジオふわ

り江古田

レンタルス

タジオふわ

り護国寺



公式伴奏リハーサル会場案内 

レンタルスタジオふわり江古田 

◼ 住所：東京都練馬区栄町 44-6 ウィステリアボックス 302 

◼ 電話：03-6915-8539（担当：中山） 

◼ https://www.instabase.jp/space/3327322609 

◼ 「レンタルスタジオふわり」は近隣に桜台スタジオもありますのでご注意ください 

https://fuwarimusic.jp/studio/about.html 

◼ 西武池袋線江古田駅北口徒歩 7 分, 西武有楽町線新桜台駅徒歩 2 分 

◼ 当施設はスタッフが常駐しません。 

【入室方法】  

  当日担当のものが鍵を開けに行きます。【302 号室】を押して呼んでいただ

きましたら、解錠しますのでご入室ください。 

 

 

 

https://www.instabase.jp/space/3327322609
https://fuwarimusic.jp/studio/about.html


公式伴奏リハーサル会場案内 

レンタルスタジオふわり護国寺 

◼ 住所：東京都文京区音羽 2-3-16 アモラムジカ B 号室 

◼ 電話：03-6915-8539（担当：中山） 

https://fuwarimusic.jp/studio/about.html 

◼ 護国寺駅５番出口より徒歩 1 分。お茶の水女子大学教育学部の裏です。 

◼ 【入室方法】   当日担当のものが鍵を開けに行きます。 

 

 

 

 

 

https://fuwarimusic.jp/studio/about.html

