
時刻 受験番号 地区大会 氏名 声種 作曲者/演奏曲　①

11:00 E7021001 東京5 目澤　奈緒子 ソプラノ ドニゼッティ／この心の光

11:07 E8021001 神奈川 川部　優 メゾソプラノ モーツアルト／恋とはどんなものかしら

11:11 E5021001 東京3 入江　祥子 ソプラノ ヴェルディ／何をお召しなのか

11:15 E2021001 千葉 岡村　友世 ソプラノ ドニゼッティ／騎士はあのまなざしを

11:21 NG021002 長野 小島　汐織 ソプラノ ロッシーニ／約束

11:26 NG021003 長野 黒岩　さくら ソプラノ プッチーニ／あなたの愛の呼ぶ声に

11:32 E2021003 千葉 北林　悠斗 バリトン ベッリーニ／ああ、永遠に君を失ってしまった

11:38 E7021004 東京5 越智　麻央子 ソプラノ プッチーニ／氷のような姫君の心も

11:42 E9021006 東京6 姫野　由宇 テノール モーツァルト／恋のそよ風

11:47 HR021004 広島 早瀬　颯織 ソプラノ ルッツィ／アヴェ・マリア

11:53 HO021001 北海道 大谷　太一 バス ロッシーニ／ああ、わしの愚かな娘たちよ

12:00 HR021005 広島 吉村　正恵 アルト ヘンデル／私を泣かせてください

12:20 KG021001 香川 阿部　壬保 カウンターテナー 中山　晋平／砂山

12:24 W5021004 兵庫2 上柿　舞 ソプラノ ヘンデル／優しい眼差しよ

12:30 E4021004 埼玉 メルビー　リサ ソプラノ ストラデッラ／教会のアリア

12:36 E3021001 東京2 都築　啓介 バス ヴェルディ／ひとり寂しく眠ろう

12:43 E5021002 東京3 美斉津　舞香 ソプラノ ストラデッラ／教会のアリア

12:49 E5021003 東京3 金子　茅夏 ソプラノ ハイドン／いまや野は爽やかな緑をさしいだして

12:55 HR021006 広島 斎木　桜花 ソプラノ トスティ／祈り

13:00 E9021002 東京6 岡本　優奈 ソプラノ 久石譲／スタンドアローン

13:05 HR021001 広島 河野　天平 バリトン ジョルダーニ／愛しい人よ

13:09 W3021002 大阪2 渡邊　一央 テノール チレア／フェデリコの嘆き

13:14 W1021001 大阪1 二上　育菜 ソプラノ ヴェルディ／ああ、そはかの人か〜花から花へ

13:19 HO021002 北海道 髙橋　磨央 バス シューベルト／音楽に寄せて

13:23 W4021003 兵庫1 伊藤　直子 ソプラノ ベッリーニ／もし私ができないなら

14:00 E2021101 千葉 高原　剛 バリトン バッハ／我が心よ、清らかなれ

14:07 E5021101 東京3 衣笠　愛子 ソプラノ レハール／愛、この世の天国

14:11 E5021105 東京3 落合　輝彦 テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙

14:17 SZ021107 静岡 山元　薫 ソプラノ プッチーニ／ある晴れた日に

14:24 E7021108 東京5 新田　英由 テノール プッチーニ／妙なる調和

14:28 E7021102 東京5 岩崎　秀雄 バリトン レオンカヴァッロ／前口上：ごめんください皆さま方

14:35 E2021102 千葉 高原　紀子 ソプラノ ヘンデル／シオンの娘よ、大いに喜べ！

14:41 E7021101 東京5 吉川　寛子 ソプラノ マスネ／私まだぼんやりしているの

14:46 MI021102 宮城 五十嵐　恵 ソプラノ ヴェルディ／おお、むごい運命

14:52 E1021101 東京1 岡部　健一郎 テノール ヴェルディ／永久に君を失えば

14:58 W3021102 大阪2 神保　智 ソプラノ マスネ／彼は優しく、美しい

15:05 C1021102 愛知1 渡辺　直子 メゾソプラノ 久石譲／いのちの名前

15:25 E7021105 東京5 橋本　りか ソプラノ チレア／私は創造の神の卑しい僕

15:31 E9021109 東京6 渋谷　和広 テノール ファルボ／彼女に告げて

15:36 W1021103 大阪1 植田　祐嘉子 ソプラノ ヴェルディ／慕わしい人の名は

15:42 KM021102 熊本 姫野　秀一 テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙

15:48 E5021107 東京3 戸梶　亜弥 ソプラノ ヴェルディ／さあ、急いでいらっしゃい！

15:54 W4021102 兵庫1 眞砂　咲美 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か

16:01 W5021102 兵庫2 末吉　景子 ソプラノ ヴェルディ／神よ、平和を与えたまえ

16:07 C2021103 愛知2 斉藤　由華 ソプラノ トスティ／祈り

16:12 E8021101 神奈川 菅野　克司 テノール ラインベルガー／僕の大切な人は赤い薔薇

16:15 E4021102 埼玉 小林　雅彦 テノール ヴェルディ／穏やかな夜には

16:21 E4021106 埼玉 佐分利　幸江 ソプラノ ベッリーニ／傷つき、血まみれの彼を夢見た

16:28 E2021105 千葉 桑原　雅美 ソプラノ 團伊玖磨／与ひょう　私の大事な与ひょう

16:50 E4021108 埼玉 井村　智生 テノール チレア／フェデリーコの嘆き

16:56 E9021104 東京6 大沼　尚子 ソプラノ プッチーニ／もしお前たちのように小さい花であったな

17:02 E7021112 東京5 久保　玲 ソプラノ プッチーニ／私の名はミミ

17:08 E9021106 東京6 杉谷　賢昭 バリトン モーツァルト／少しばかり開き給え、その目を

17:13 E8021104 神奈川 田村　雅恵 ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か

17:20 HR021101 広島 吉原　文音 ソプラノ ヴェルディ／神よ平和を与えたまえ

17:26 FK021102 福岡 小屋敷　智子 ソプラノ モーツァルト／誰が知るでしょう、いとしい人の苦しみ

17:31 W2021103 京都 藤田　恵子 メゾソプラノ サン=サーンス／愛よ私の弱さを助けておくれ

17:37 HR021103 広島 曽場尾　雅宏 テノール モーツァルト／彼女の心の安らぎこそ

17:43 W4021104 兵庫1 金　秀泰 バリトン ジョルダーノ／祖国の敵

17:49 W5021104 兵庫2 市瀬　晋也 バリトン 小林秀雄／落葉松

休　　憩

第2回国際声楽コンクール東京  本選

2022年10月23日(日)　小金井市　小金井宮地楽器ホール・大ホール

声楽愛好者Y部門

声楽愛好者A部門

休　　憩

休　　憩

休　　憩



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

E2021101 高原　剛
声楽愛好者

Ａ部門
バリトン

バッハ／我が心よ、清らかな

れ
マタイ受難曲 14:30

E2021102 高原　紀子
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

ヘンデル／シオンの娘よ、大

いに喜べ！
メサイア 14:45

E5021101 衣笠　愛子
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ レハール／愛、この世の天国 パガニーニ 15:00

HR021001 河野　天平
声楽愛好者

Ｙ部門
バリトン ジョルダーニ／愛しい人よ 15:15

E4021004 メルビー　リサ
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ ストラデッラ／教会のアリア 15:30

E5021002 美斉津　舞香
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ ストラデッラ／教会のアリア 16:00

E3021001 都築　啓介
声楽愛好者

Ｙ部門
バス

ヴェルディ／ひとり寂しく眠

ろう
ドン・カルロ 16:15

E9021002 岡本　優奈
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ 久石譲／スタンドアローン 16:30

E7021108 新田　英由
声楽愛好者

Ａ部門
テノール プッチーニ／妙なる調和 トスカ 16:45

W3021002 渡邊　一央
声楽愛好者

Ｙ部門
テノール チレア／フェデリコの嘆き アルルの女 17:00

W1021001 二上　育菜
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ

ヴェルディ／ああ、そはかの

人か〜花から花へ
椿姫 17:30

E5021105 落合　輝彦
声楽愛好者

Ａ部門
テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙 愛の妙薬 17:45

E7021102 岩崎　秀雄
声楽愛好者

Ａ部門
バリトン

レオンカヴァッロ／前口上：

ごめんください皆さま方
道化師 18:00

E5021003 金子　茅夏
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ

ハイドン／いまや野は爽やか

な緑をさしいだして
天地創造 18:15

W1021103 植田　祐嘉子
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

ヴェルディ／慕わしい人の名

は
リゴレット 17:00

E7021105 橋本　りか
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

チレア／私は創造の神の卑し

い僕

アドリアーナ・ルク

ヴルール
17:15

E7021101 吉川　寛子
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

マスネ／私まだぼんやりして

いるの
マノン 17:30

W4021102 眞砂　咲美
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ ベッリーニ／ああ、幾度か

カプレーティ家とモ

ンテッキ家
17:45

W3021102 神保　智
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ マスネ／彼は優しく、美しい エロディアード 18:15

MI021102 五十嵐　恵
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

ヴェルディ／おお、むごい運

命
ドン・カルロ 18:30

E1021101 岡部　健一郎
声楽愛好者

Ａ部門
テノール

ヴェルディ／永久に君を失え

ば
仮面舞踏会 18:45

HO021002 髙橋　磨央
声楽愛好者

Ｙ部門
バス シューベルト／音楽に寄せて 19:00

W5021102 末吉　景子
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ

ヴェルディ／神よ、平和を与

えたまえ
運命の力 19:30

C2021103 斉藤　由華
声楽愛好者

Ａ部門
ソプラノ トスティ／祈り 19:45

E9021109 渋谷　和広
声楽愛好者

Ａ部門
テノール ファルボ／彼女に告げて 20:00

W4021003 伊藤　直子
声楽愛好者

Ｙ部門
ソプラノ

ベッリーニ／もし私ができな

いなら
20:15

KM021102 姫野　秀一
声楽愛好者

Ａ部門
テノール ドニゼッティ／人知れぬ涙 愛の妙薬 20:30

板橋区立文

化会館第2練

習室

田中 健

公式伴奏者・前日リハーサル時間割

リハーサル日：2022/10/22

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3練

習室

白取晃司



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。 

 

 

 

 

 

 


