
時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　① 作曲者/演奏曲　②

10:00 E4020401 埼玉 指出　麻琴 ソプラノ ドビュッシー ／アリエルのロマンス トマ／彼は昨日から私の手を握ろうとしない！

10:12 SZ020401 静岡 松浦　諒 テノール 山田耕筰／からたちの花 ロッシーニ／神なる主

10:21 C1020402 愛知1 清水　亮多 バリトン
モーツァルト／ご婦人方、あなた方はよく浮気

をなさる
ベッリーニ／ああ！永遠に君を失ってしまった

10:31 E2020401 千葉 鷹野　景輔 テノール プッチーニ／愛の小話 チレア／それは羊飼いのありふれた話

10:42 XE020401 免除 富松　杏奈 ソプラノ マスカーニ ／セレナータ プッチーニ／この柔らかなレースの中に

10:50 E3020403 東京2 桑原　理紗 ソプラノ バッハ／われもまた汝に従い行かん
ウェーバー／亡き伯母が見た夢に...曇った目は

ね、可愛い人よ

11:02 E5020402 東京3 湯澤　里帆 メゾソプラノ ロッシーニ ／悲しみと涙のなかに生まれ グノー／身分がなくても偉大な方

11:30 IW020402 岩手 井筒　梨音香 メゾソプラノ
シェーンベルク／僕にあなたの金色の櫛をくだ

さい
ヴィヴァルディ／2つの風にかき乱され

11:43 E7020403 東京5 根本　璃音 ソプラノ シュトラウス／セレナーデ ヴェルディ／慕わしい人の名は

11:53 E7020404 東京5 井出　千尋 ソプラノ グノー／宝石の歌 ニコライ／さあ、これで決心できたわ

12:05 XE020406 免除 加護　友也 テノール ベッリーニ／マリンコニーア ドニゼッティ／我が祖先の墓よ

12:18 E6020403 東京4 中村　真子 ソプラノ ヘンデル／また私を喜ばせに来て 中田喜直／はなやぐ朝

12:30 XE020405 免除 横山　和紀 テノール トスティ／最後の歌 プッチーニ／星は光りぬ

13:10 XE020409 免除 根岸　優至 カウンターテナーポルポラ／気高きジョーヴェ ヘンデル／今、トランペットが勝利を告げる

13:23 E8020405 神奈川 原　夏海 ソプラノ ラフマニノフ／夢（作品8-5） ドニゼッティ／香炉はくゆり

13:36 E9020402 東京6 高橋　大 テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙 モーツァルト／もしも帝国に 友なる神々よ

13:48 W1020401 大阪1 山下　優子 ソプラノ シュトラウス／アモール トマ／私も遊びの仲間に入れてください

14:00 HR020403 広島 吉原　未来 メゾソプラノ
サン=サーンス／愛の神よ！私を助けにきてお

くれ
チレア／苦い喜び、甘い責め苦を

14:10 HR020402 広島

Abuel

Roxanne

Jennifer

Dumrique

ソプラノ ヴェレズ／野原で リッチ／私はもうアンネッタではない

14:35 XW020403 免除 久光　美早紀 メゾソプラノ コルンゴルト／我が恋人の瞳
チャイコフスキー／時が来た！〜さようなら、故

郷の丘よ

14:45 XW020405 免除 柴田　千沙都 ソプラノ シューマン／ズライカの歌 モーツァルト／私たち哀れな女たちは

14:54 KG020401 香川 荒木　稚子 ソプラノ ヴェルディ／憐れみ深い聖母様 千原英喜／みやこわすれ

15:05 XW020406 免除 高田　瑞希 ソプラノ モーツァルト／われら主をほめ トマ／私はティターニア

15:17 E1020401 東京1 東城　里奈 ソプラノ モーツァルト／岩のように動かずに リスト／平和は見つからず

15:30 C2020402 愛知2 河手　瑞月 ソプラノ シュトラウス／バラのリボン
バッハ／私はこの傷跡に横たわります〜喜びに満

ちた私の心よ

15:55 E3020402 東京2 程　林蔓绮 ソプラノ シュトラウス／響け！ ヴェルディ／ああ,そは彼の人か〜花から花へ

16:08 XW020404 免除 田中　杏奈 ソプラノ 團　伊玖磨／舟唄 レスピーギ／あなたの怒りは激しく昂り

16:21 XW020402 免除 武藤　愛友花 ソプラノ プッチーニ／ドレッタの夢の歌 ヴェルディ／ああ、そは彼の人か

16:34 W5020404 兵庫2 横江　真央子 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か ドニゼッティ／この心の光
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受験番号 氏名 部門 声種 作曲者/演奏曲① 作曲者/演奏曲② 担当伴奏者 リハ時刻

E1020401 東城　里奈
新進声楽家

部門
ソプラノ

モーツァルト／岩の

ように動かずに

リスト／平和は見つか

らず
岩撫智子 18:50

W5020404 横江　真央子
新進声楽家

部門
ソプラノ

ベッリーニ／ああ、

幾度か

ドニゼッティ／この心

の光
岩撫智子 19:10

XW020402 武藤　愛友花
新進声楽家

部門
ソプラノ

プッチーニ／ドレッ

タの夢の歌

ヴェルディ／ああ、そ

は彼の人か
岩撫智子 19:30

E3020402 程　林蔓绮
新進声楽家

部門
ソプラノ

シュトラウス／響

け！

ヴェルディ／ああ,そは

彼の人か～花から花へ
岩撫智子 20:10

C2020402 河手　瑞月
新進声楽家

部門
ソプラノ

シュトラウス／バラ

のリボン

バッハ／私はこの傷跡

に横たわります～喜び

に満ちた私の心よ

岩撫智子 20:30

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/14

会場：板橋区立文化会館第3練習室

19:50- 休憩



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。 

 

 

 

 

 

 


