
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 作曲者/演奏曲　③

11:10 E8021401 神奈川 植木　武裕 バス 原　譲二／まつり

11:16 E5021401 東京3 馬場　のり子 ソプラノ 山田耕筰／からたちの花

11:21 E6021403 東京4 山岡　美智子 ソプラノ モーツァルト／もし私が父を失い

11:28 E8021402 神奈川 吉田　幸惠 ソプラノ ピエトロ　マスカーニ／ママも知るとおり

11:33 E6021402 東京4 田坂　小夜子 ソプラノ プッチーニ／ある晴れた日に

11:38 MI021401 宮城 石山　泰子 アルト ヘンデル／私を泣かせてください

11:45 E5021402 東京3 門平　忠一郎 テノール ヴェルディ／燃ゆる心を

11:49 E5021403 東京3 宮田　佳英子 ソプラノ トスティ／暁は光から影を分ける

11:54 E6021404 東京4 糸賀　美代子 ソプラノ ワーグナー／エルザの夢

12:15 E8021403 神奈川 根本　伸子 ソプラノ 小林秀雄／胡蝶花に寄せて

12:20 IS021402 石川 林　こと子 ソプラノ マスカーニ／アヴェマリア

12:25 HR021401 広島 末長　邦夫 テノール クルティス／勿忘草

12:29 C2021401 愛知2 井上　雅子 ソプラノ モーツァルト／クローエに

12:34 E2021402 千葉 池崎　誠 バス ヴェルディ／息子よ、歩みに注意するのだ！

12:39 KM021401 熊本 野﨑　勉 テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙

12:45 W3021401 大阪2 出崎　純子 ソプラノ ヴェルディ／神よ、平和を与えたまえ

12:52 IS021401 石川 石野　泰弘 バリトン シューマン／二人の擲弾兵

第2回国際声楽コンクール東京  本選

2022年10月21日(金)　小金井市　小金井宮地楽器ホール・大ホール　

声楽愛好者オメガ部門

休　憩

休　憩



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 作曲者/演奏曲　③

13:30 IS020103 石川 松下　奈来砂 ソプラノ モーツァルト／楽しい安らぎが ベッリーニ／あなたの優しい声が プッチーニ／氷のような姫君の心も

13:46 MI020101 宮城 我妻　健太 テノール バッハ／喜べる羊飼いたちよ、急げ ヘンデル／天に座すものは笑い〜お前は鉄の杖を持って
モーツァルト／何とわしの心を乱すのだ〜海から逃れた

が、もう一つの海がわが心に

14:01 E1020102 東京1 飯島　典子 ソプラノ ベッリーニ／喜ばせてあげて ドヴォルザーク／月に寄せる歌 プッチーニ／ドレッタの夢の歌

14:15 E9020104 東京6 柳原　ゆう メゾソプラノ マスネ／手紙の歌 マスネ／さあ！涙を流させて 中田喜直／サルビア

14:29 HR020101 広島 安藤　裕美 ソプラノ シュトラウス／アモール モーツァルト／復讐の炎は地獄のように我が心に燃え オッフェンバック／森の小鳥はあこがれを歌う

15:00 W1020101 大阪1 日和　充 バリトン ヴォルフ／しばしば私は考える 中田喜直／結婚 ジョルダーノ／祖国の敵だと？！

15:12 E5020104 東京3 鈴木　彩夏 ソプラノ モーツァルト／大いなる魂と高貴な心 グノー／宝石の歌 シュトラウス／献呈

15:26 XE020107 免除 鈴木　麻由子 ソプラノ ウェーバー／たとえ黒雲が空を覆っても ブラームス／五月の夜 ブラームス／永遠の愛

15:41 XW020108 免除 吉村　耕一 テノール ヘンデル／あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕く プッチーニ／誰も寝てはならぬ チレア／フェデリーコの嘆き

15:54 E5020103 東京3 中川　悠子 ソプラノ プーランク／ロマンティックな歌, 田舎の歌 重々しい歌, 快活な歌
5曲目  シャルパンティエ ／その日から  ルイーズ  役名

ルイーズ

16:25 XE020110 免除 佐藤　健太 バリトン モーツァルト／我がご婦人方は男を弄ばれる ②レスピーギ／霧, 　③チャイコフスキー／ドン・ファンのセレナーデ
④リムスキー＝コルサコフ／八行詩, 　⑤ ヴェルディ／

私は死ぬでしょう、しかし心は幸せです

16:41 E3020103 東京2 山崎　明日実 ソプラノ 石桁真礼生／ゆふやけ ヘンデル／主よ、汝に感謝す ワーグナー／立派な薪をそこに積み上げよ

16:56 E4020107 埼玉 大塚　利則 テノール ヴェルディ／燃える心を プッチーニ／妙なる調和 レハール／君は我が心のすべて

17:11 XE020108 免除 石井　和佳奈 ソプラノ プッチーニ／誰がドレッタの美しい夢を ヴェルディ／ストルネッロ ヴェルディ／あなたは私のカルロの胸に

17:24 E4020106 埼玉 三神　祐太郎 バリトン ヴォルフ／音楽士
モーツァルト／訴訟に勝っただと！〜私は見るというの

か　ため息をつきつつ

ベッリーニ／いまやどこに逃げよう？〜ああ！永遠に私

はあなたを失った

17:55 W2020101 京都 佐々木　真衣 ソプラノ 貴志康一／赤いかんざし プッチーニ／ある晴れた日に 千原英喜／寂庵の祈り

18:11 C2020102 愛知2 橋本　瑞生 バス ヴェルディ／不幸な人よ ヴェルディ／一人寂しく眠ろう チャイコフスキー／レネ王のアリア

18:27 W3020101 大阪2 山原　さくら ソプラノ プーランク／花 木下牧子／竹とんぼに ベッリーニ／ああ、信じられない

18:43 XW020102 免除 奥野　知秀 テノール ドニゼッティ／友よ 何とめでたい日だ
ヴェルディ／私のあの娘が攫われた…あの娘の涙が見え

るようだ
レオンカヴァッロ／衣装をつけろ

18:57 XW020105 免除 西村　奈津子 メゾソプラノ ケルビーニ／ああ！恐らく私の生涯に ロッシーニ／柳の下にたたずんで ドニゼッティ／ああ、私のフェルナンド

グランプリ部門

休　憩

休　憩

休　憩



受験番号 氏名 部門 声種 作曲者/演奏曲① 作曲者/演奏曲② 作曲者/演奏曲③ 担当伴奏者 リハ時刻

E2021402 池崎　誠
声楽愛好者

オメガ部門
バス

ヴェルディ／息子よ、歩みに

注意するのだ！
17:00

IS021401 石野　泰弘
声楽愛好者

オメガ部門
バリトン シューマン／二人の擲弾兵 17:15

E9020104 柳原　ゆう
グランプリ

部門

メゾソプラ

ノ
マスネ／手紙の歌

マスネ／さあ！涙を

流させて
中田喜直／サルビア 17:30

XW020108 吉村　耕一
グランプリ

部門
テノール

ヘンデル／あなたは鉄の杖で

彼らを打ち砕く

プッチーニ／誰も寝

てはならぬ
チレア／フェデリーコの嘆き 17:50

休憩 18:10

KM021401 野﨑　勉
声楽愛好者

オメガ部門
テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙 18:25

W3021401 出崎　純子
声楽愛好者

オメガ部門
ソプラノ

ヴェルディ／神よ、平和を与

えたまえ
18:40

MI020101 我妻　健太
グランプリ

部門
テノール

バッハ／喜べる羊飼いたち

よ、急げ

ヘンデル／天に座す

ものは笑い〜お前は

鉄の杖を持って

モーツァルト／何とわしの心

を乱すのだ〜海から逃れた

が、もう一つの海がわが心に

18:55

HR020101 安藤　裕美
グランプリ

部門
ソプラノ シュトラウス／アモール

モーツァルト／復讐

の炎は地獄のように

我が心に燃え

オッフェンバック／森の小鳥

はあこがれを歌う
19:15

休憩 19:35

W1020101 日和　充
グランプリ

部門
バリトン

ヴォルフ／しばしば私は考え

る
中田喜直／結婚

ジョルダーノ／祖国の敵だ

と？！
19:50

IS020103 松下　奈来砂
グランプリ

部門
ソプラノ

モーツァルト／楽しい安らぎ

が

ベッリーニ／あなた

の優しい声が

プッチーニ／氷のような姫君

の心も
20:10

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/20

会場：板橋区立文化会館第3練習室

田中 健



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。 

 

 

 

 

 

 


