
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

13:00 E3020503 東京2 多和田　真杏 ソプラノ シュトラウス／夜 ヘンデル／神が私たちの味方をしてくださるなら

13:11 E7020501 東京5 石山　あゆみ メゾソプラノ シューマン／春の夜 ドニゼッティ／いとしいフェルナンドよ

13:21 E9020506 東京6 馬場　翔夏 ソプラノ ドニゼッティ／永遠の愛と誠 モーツァルト／父よ、兄よ、さようなら

13:30 W1020501 大阪1 髙橋　りさ ソプラノ ベッリーニ／棄てられて モーツァルト／恋とはどんなものかしら

13:39 MI020503 宮城 小野　凜香 ソプラノ ヴィヴァルディ／私はジャスミンの花 ベッリーニ／ああ、幾度か

13:52 XW020507 免除 大上　紗里奈 ソプラノ モーツァルト／仲良しの孤独よ~喜びをくれるそよ風よ シュトラウス／ツェツィーリエ

14:02 XW020521 免除 石川　真子 ソプラノ 山田耕筰／たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ ドニゼッティ／狂乱の場

14:30 C2020502 愛知2 衣裴　素良 バリトン ヴォルフ／庭師 コルンゴルド／我が憧れ、我が幻想

14:37 W5020504 兵庫2 石原　のぞみ ソプラノ 中田喜直／髪 ドヴォルザーク／月に寄せる歌

14:47 XE020501 免除 中村　里咲 ソプラノ デラックア／ヴィラネル トマ／私はティターニア

15:00 HO020501 北海道 小野寺　陸 バリトン ヴォルフ／隠遁 メンデルスゾーン／おお、主よ足れり

15:07 OK020501 岡山 高丸　由鈴 ソプラノ べッリーニ／お願いだ、私の美しき理想のひとよ ドニゼッティ／さよなら

15:18 W4020510 兵庫1 中川　寧音 ソプラノ アーン／もし私の詩に翼があったら スメタナ／あぁ悲しいわ！

15:26 E5020504 東京3 広瀬　瑠莉 ソプラノ レオンカヴァッロ／春 ドニゼッティ／この綺麗で愛らしい宿屋は

15:50 XE020510 免除 上田　駆 バリトン シューマン／二人の擲弾兵
モーツァルト／すべて準備は整った〜少しばかりその目

を開け

16:00 HO020505 北海道 芦野　結菜 ソプラノ スカルラッティ／あなたを愛し崇めるのが罪ならば プッチーニ／私が町を歩くとき

16:08 C1020502 愛知1 居島　優海 ソプラノ シューマン／ズライカの歌 ドニゼッティ／騎士はその眼差しに

16:17 E9020502 東京6 林　大熙 バリトン
ヴォルフ＝フェラーリ／別れの挨拶：夜明けが始まった

ので
ベッリーニ／ああ！永遠に私は貴女を失った

16:26 W4020502 兵庫1 岸田　早永 ソプラノ シューマン／献呈 ベッリーニ／あぁ、幾度か

16:36 W4020501 兵庫1 浦田　有紗 ソプラノ グノー／私は生きたいの 木下牧子／おんがく

16:44 C1020501 愛知1 佐伯　昌恭 バリトン ブラームス／なんと夜中に飛び起きて モーツァルト／準備はできた - その眼を開け

17:10 XE020508 免除 齋藤　菜々子 ソプラノ ラフマニノフ／春の流れ プッチーニ／歌に生き、愛に生き

17:19 W3020504 大阪2 木村　桜子 ソプラノ ドヴォルザーク／月に寄せる歌 マスカーニ／月

17:29 W3020507 大阪2 小田　裕香 ソプラノ チマーラ／愛の神よ、ようこそ プッチーニ／私の名はミミ

17:39 W3020509 大阪2 伊吹　日向子 ソプラノ ヴィヴァルディ／真心を込めて ベッリーニ／ああ、幾度か

17:52 XW020505 免除 佐貫　遥斗 バリトン
メンデルスゾーン／アブラハム、イサク、イスラエルの

神エホバよ…
レーヴェ／海を行くオーディン

18:01 XW020511 免除 立石　彩乃 ソプラノ プッチーニ／お聞きください、王子様 ! モーツァルト／大いなる魂と高貴なる心

18:09 XW020509 免除 碓井　莉子 ソプラノ ジョルダーノ／亡くなった母を 千原英喜／はっか草

18:35 E9020505 東京6 王　基宇 テノール シューマン／美しい5月に プッチーニ／冷たい手を

18:44 XW020513 免除 北村　あおい ソプラノ シューマン／バラよ､バラよ！ メノッティ／モニカのワルツ

18:53 XW020514 免除 梅本　遥 ソプラノ ドニゼッティ／一滴の涙 ドニゼッティ／私の生まれたあのお城

19:06 E8020502 神奈川 宮本　実紗 ソプラノ レスピーギ／舞踏への誘い ドニゼッティ／あぁ！あまりにも遅すぎた…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

E9020506 馬場　翔夏 大学生部門 ソプラノ ドニゼッティ／永遠の愛と誠

モーツァルト／父

よ、兄よ、さような

ら

17:30

E3020503 多和田　真杏 大学生部門 ソプラノ シュトラウス／夜

ヘンデル／神が私た

ちの味方をしてくだ

さるなら

17:50

W5020504 石原　のぞみ 大学生部門 ソプラノ 中田喜直／髪
ドヴォルザーク／月

に寄せる歌
18:10

XW020507 大上　紗里奈 大学生部門 ソプラノ
モーツァルト／仲良しの孤独

よ~喜びをくれるそよ風よ

シュトラウス／ツェ

ツィーリエ
18:45

XW020521 石川　真子 大学生部門 ソプラノ
山田耕筰／たたへよ、しらべ

よ、歌ひつれよ

ドニゼッティ／狂乱

の場
19:05

C2020502 衣裴　素良 大学生部門 バリトン ヴォルフ／庭師
コルンゴルド／我が

憧れ、我が幻想
19:25

W1020501 髙橋　りさ 大学生部門 ソプラノ ベッリーニ／棄てられて
モーツァルト／恋と

はどんなものかしら
20:00

E7020501 石山　あゆみ 大学生部門
メゾソプラ

ノ
シューマン／春の夜

ドニゼッティ／いと

しいフェルナンドよ
20:20

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/21

会場：板橋区立文化会館第3練習室

冨田 優



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。 

 

 

 

 

 

 


