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CONCORSO  DI  LIRICA  ITALIANO
第41回イタリア声楽コンコルソ

近藤 洋平 ( テノール等 )P. 脇田いづみ

1989 年 11 月 21 日生

富山県立南砺総合高等学校福野高等学校卒業　新潟大学教育学部在籍

オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」“ 恋のそよ風 ”/ モーツァルト

Opera「cosi fan tutte」“Un'aura amorosa” /W.Mozart:
オペラ「トスカ」“ 星は光りぬ ”/ プッチーニ

Opera「tosca」“E lucevan le stelle” /G.puccini:

 1.

A. 

B.

石岡 幸恵 ( ソプラノ )P. 井上茉衣

1987 年 7 月 12 日生

昭和音楽大学音楽学部声楽専攻　卒業

オペラ「清教徒」“ あなたの優しい声が ”/ ベッリーニ

Opera「I Puritani｣“Qui la voce sua soave”/V.Bellini
オペラ｢ウィリアム・テル｣“ 暗い森 ”/ ロッシーニ

Opera｢Guglielmo Tell｣“Selvaopaca,desertabrughiera”/G.Rossini

 2.

A. 

B.

青柳 貴夫 ( テノール )P. 鈴木啓太

1986 年 7 月 16 日生

東京芸術大学音楽学部テノール専攻　卒業

ィテッゼニド/”使天いし美でから清“」爵公バルア「ラペオ

Opera「Il duca d'Alba」“Angelo casto e bel” /G.Donizetti
オペラ「アルルの女」”ありふれた話 ”/ チレア

Opera 「L'Arlesiana」  "E la solita storia del pastore" /F.cilea

 3.

A. 

B.

田中 絵里加 ( ソプラノ )P. 篠宮 久徳

1986 年 3 月 25 日生

東京音楽大学大学院音楽研究科　声楽専攻オペラ研究領域　修了
二期会 オペラ研修所マスタークラス在籍中

オペラ「清教徒」“ あなたの優しい声が ”/ ベッリーニ

Opera「I Puritani」“Qui la voce sua soave” /V. Bellini
オペラ「シャモニーのリンダ」“ この心の光 ”/ ドニゼッティ

Opera 「Linda di Chamounix」“O luce diquest’anima”/G.Donizetti

 4.

A. 

B.

中村 洋美 ( ソプラノ )P. 篠宮久徳

1983 年 12 月 13 日生

東京音楽大学大学院オペラ科専攻修了

オペラ「トゥーランドット」より“ 氷のような姫君の心も ”プッチーニ

Opera「Turandot」“Tu，che di gel sei cinta”G.Puccini
オペラ「ドン・カルロ」より“ 世のむなしさを知る神よ ”

Opera「Don Carlo」“Tu che le vanita”G.Verdi

 5.

A. 

B.

奥田 敏子 ( ソプラノ )P. 高垣 節

1985 年 11 月 28 日生

神戸女学院大学大学院 音楽研究科 表現芸術専攻 修了

ニーカスマ/”）愛のタッレドロ(てし許を私、ンメンラフ～！だ名の彼“ 」タッレドロ「ラペオ

Opera「Lodoletta」“Ah! il suo nome!
～ Flammen, perdonami” /P. MAscagni

ロッァヴカンオレ/”）歌の鳥(にかやれ晴を空大～に目のあが炎ういとんな“」師化道「ラペオ

Opera「Pagliacci」“Qual fiamma avea nel guardo
～ Stridono Lassù”/R. Leoncavallo

 6.

A. 

B.

嶋田 挙大 ( テノール )P. 松元 博志

1985 年 3 月 10 日生

東京学芸大 学教育学研究科音楽教育専攻 在学中

ィテッゼニド.G/”よ墓の先祖がわ“」アチルのルーモルメンラ「ラペオ

Opera「Lucia di lammermoor」“Tombe degli avi miei” /G.Donizetti:
オペラ「愛の妙薬」“ 人知れぬ涙 ”/G. ドニゼッティ

Opera「L’Elisir d’amor」“Una furtiva lagrima”/G.Donizetti

 7.

A. 

B.

鈴木 麻里子 ( ソプラノ )P. 室伏　琴音

1985 年 2 月 23 日生

東京音楽大学 大学院 声楽専攻オペラ研究領域修了

オペラ「イル・トロヴァトーレ」”恋はバラ色の翼にのって ”/ヴェルディ

「Il Trovatore」　D'amor sull'ali rosee / Verdi

オペラ「道化師」”大空を晴れやかに ”/ レオンカヴァッロ

「I Pagliacci」 Stridono lassu / Leoncavallo

 8.

A. 

B.

福代 まり奈 ( ソプラノ )P. 伊藤円

1985 年 2 月 6 日生

愛知県立芸術大学大学院 音楽学部声楽専攻 修了

オペラ「セビリアの理髪師」“ 今の歌声は ”/ ロッシーニ

Opera「Il Barbiere di Siviglia」“Una voce poco fa”/G.Rossini:
オペラ「ラ・ボエーム」“ 私が街を歩けば ”/ プッチーニ

opera「La Boheme」 “Quando me'n vo” /G.puccini

 9.

A. 

B.

松岡 幸太 ( テノール )P. 中村文香

1984 年 11 月 20 日生

昭和音楽大学大学院オペラ専攻修了

オペラ「愛の妙薬」“ 人知れぬ涙 ”/ ドニゼッティ

Opera「L'elisir d'amore」“Una furtiva lagrima”/G.Donizetti
オペラ「ランメルモールのルチア」“ 祖先の墓 ”/ ドニゼッティ

Opera「Lucia di Lammermoor」“Tonbe degli avi miei”/G.Donizetti

10.

A. 

B.

中島 健太 ( テノール )P. 藤井 麻理

1984 年 10 月 7 日生

昭和音楽大学音楽専 攻科声楽専攻 在学中

ニーチップ/”だ手いた冷てんな“」ムーエボ・ラ「ラペオ

Opera「La Boheme」“Che gelida manina!” /G.Puccini
オペラ「ランメルモールのルチア」“ 我が祖先の墓よ ”/ ドニゼッティ

Opera「Lucia di Lammermoor」“Tombe degli avi miei”/G.Donizetti

11.

A. 

B.

高柳 圭 ( テノール )P. 坂根友梨子

1984 年 8 月 1 日生

国立音楽大学大学院声楽専修オペラコース修了

オペラ「愛の妙薬」より、人知れぬ涙 /G. ドニゼッティ

「L’elisir d’more」,Una furtiva lagrima /G.Donizetti
オペラ「ルイザ・ミラー」より、穏やかな夜には /G.ヴェルディ

「Luisa Miller」,Quando le sere al placid/G.Verdi

12.

A. 

B.

中本 椋子 ( ソプラノ )P. 片桐 えみ

1984 年 4 月 24 日生

大阪音楽大学音楽学部専攻科声楽専攻修了

オペラ「リゴレット」“ 慕わしい人の名は ”/ヴェルディ

Opera「Rigoletto」“Caro nome che il mio cor” /Verdi
オペラ「シャモニーのリンダ」“ この心の光 ” / ドニゼッティ

Opera「Linda di Chamounix」 “O luce di quest'anima” /Donizetti

13.

A. 

B.

野村 光洋 ( バリトン )P. 木林 早

1983 年 12 月 21 日生

東京藝術大学大学院音楽研究科独唱専攻 在学中

ィテッゼニド/”をち立苛い辛、く惨“」アチルのルーモ ルメンラ「ラペオ

Opera「Lucia di Lammermoor」“Cruda,fnesta smania” /G,Donizetti:
オペラ「エルナーニ」“ おお、若き日よ ”/ヴェルディ

Opera「ERNANI」“Oh De verd'anni miei”/G.Verdi:

16.

A. 

B.

大音 絵莉 ( ソプラノ )P. 星和代

1983 年 10 月 20 日生

東京藝術大学音楽学 部声楽科　卒業

オペラ『海賊』“ 彼はまだ帰ってこない！～私の頭から暗い考えを ”ヴェルディ

Opera「Il corsaro」“Egli non riede ancora!~Non so le tetre immagini” /G.Verdi
ィデルェヴ”に胸の様ロルカの私～てれ逃らか宴祝きべず恥は私“』盗群『ラペオ

Opera「I masnadieri」“Dall'infame banchetto io m'involai
~Tu del mio Carlo al seno”/G.Verdi

17.

A. 

B.

高江洲 里枝 ( ソプラノ )P. 井之上　南

1983 年 09 月 11 日生

武蔵野音楽大学大学院声楽専攻 修了

ィテッゼニド/”よ宿いしら愛で潔清のこ“」タリ「ラペオ

Opera「Rita」“ È lindo e civettin questo caro alberguccio” /G.Donizetti
ニーリッベ/”いなれらじ信、ああ“」女の病遊夢「ラペオ

Opera「La sonnambula」“Ah!non credea mirarti” /V.Bellini

18.

A. 

B.

伊藤 真矢子 ( ソプラノ )P. 土屋 麻美

1984 年 3 月 12 日生

洗足学園大 学大学院卒業

オペラ「ドンパスクワーレ」“ あの目に騎士は ”/ ドニゼッティ

Opera「Don Pasquale」“Quel guardo il cavaliere” /G. Donizetti
オペラ『タンクレディ』“ 崇めたてまつるる神よ ”ロッシーニ

Opera Tancredi Giusto Dio! che umile adoro G/Rossini 

14.

A. 

B.

照屋 博史 ( バリトン )P. 高田 絢子

1984 年 3 月 9 日生

国立音楽大学大学院音楽研究科声楽専攻在学中

オペラ「コジ ファン トゥッテ」“ 女は沢山の女と付き

合うものだ ”/ モーツァルト

Opera「Cosi fan tutte」“Donne, mie la fate a tanti”/W.A.Mozart
オペラ「リゴレット」“ 悪魔め、鬼め ”/ヴェルディ

Opera「Rigoletto」“Cortigiani, vil razza dannata” /G.Verdi

15.

A. 

B.

XLI

2010.1.10
第 40 回イタリア声楽コンコルソ

本選会

左／ミラノ・ヴェルディ国立音楽院総裁フランチェスコ・サヴェリオ・ボレッリ氏
Dott.Francesco Saverio BORRELLI

右／マエストロ カルミーネ・カッリージ
Mo.Carmine CARRISI

右／イタリア・ミラノ・A・マントヴァーニ国際声楽協会会長
カティア・ロローヴァ女史

Katia LOLOVA

Copyright (C) 2010 日本イタリア協会 ASSOCIAZIONE ITALO-GIAPPONESE ALL RIGHTS RESERVED.　
※掲載されている写真・文章については、商用・個人利用を問わず許可なく利用・転載・印刷を禁じます。

26. 村上 貴子（ソプラノ）P. 澤井 俊佑

　　1979 年 3 月 3 日生

　　国立音楽大学大学院音楽研究科声楽専攻オペラコース修了

 A. オペラ「ドン・パスクアーレ」“ あの眼に騎士は ”／ドニゼッティ

　  Opera「Don Pasquale」“Quel guardo il cavaliere” ／ G.Donizetti
 B. オペラ「ランメルモールのルチア」“ あたりは沈黙に閉ざされ ”／ドニゼッティ

   Opera「Lucia di Lammermoor」“Regnava nel silenzio” ／ G.Donizetti

27. 坂井 里衣（ソプラノ）P. 三好 敬子

　　1978 年 10 月 17 日生

　　エリザベト音楽大学大学院博士後期課程在学中等

 A. オペラ「つばめ」“ ドレッタの夢 ”／プッチーニ

　  Opera「La rondine」“Chi il bel sogno di Doretta” ／ G.Puccini
 B. オペラ「ランメルモールのルチア」より“ あたりは沈黙に閉ざされ ”／ドニゼッティ

    Opera「Lucia di Lammermoor」“ Regnava nel silenzio”／ G.Donizetti

28. 伊藤 貴之（バス）P. 牧口 純子

　　1978 年 8 月 26 日生

　　名古屋芸術大学大学院修了

 A. オペラ「メフィストーフェレ」“ これが世界か ”／ボーイト

　  Opera「Mefistofele」“Ecco il mondo”／Ａ.Boito  
 B. オペラ「ラ ジョコンダ」“ 彼女は死なねばならぬ ”／ポンキエッリ

   Opera「La Gioconda」“Si, morir ella de”／ A.Ponchielli

23. 原田 勇雅（バリトン）P. 小山 里巴

　　1981 年 4 月 30 日生

　　東京藝術大学音楽学部 声楽専攻卒業、同大学院 修了

 A. オペラ「ドン・カルロ」“カルロ様、お聞き下さい”／ヴェルディ

　  Opera「Don Carlo」“O Carlo,ascolta…” ／ G.Verdi
 B. オペラ「エドガール」“ この愛を ”／プッチーニ

   Opera「Edgar」“Queso amor” ／ G.Puccini

24. 滝沢 健作（テノール）P. 高地 千鶴

　　1980 年 11 月 30 日生

　　東京芸術大学音楽学部声楽科テノール専攻　卒業

 A. オペラ「西部の娘」第 2幕“一言だけ！～6ヶ月前に父が死んでから”／プッチーニ作曲

　  Opera「La fanciulla del West」Atto 2 “ Una parola sola！
                                  ～Or son sei mesi...che mio padre mori...” ／G.Puccini:
 B. 曲作ニーチップ/”で地のく遠りなに由自てせさじ信に女彼“ 幕3第」娘の部西「ラペオ

25. 阪元 恵里（ソプラノ）P. 北村 晶子

　　1980 年 4 月 16 日生

　　東京ミュージック&メディアアーツ尚美ディプロマコース声楽学科卒業

 A. オペラ「アドリアーナ ルクヴルール」“ 私はおとなしい下僕です ”/ チレア

　  「Adriana  Lecouvreur」“Io sono l'umile ancella”/Cilea
 B. オペラ「ルイザ・ミラー」“ 神よ、私を罰してください ”/ヴェルディ

   「Luisa Miller」“Tu puniscimi,o Signore”/Verdi

30. 青山　奈未（ソプラノ）P. 佐藤 和子

　　1977 年 10 月 30 日生

　　国立音楽大学音楽学部声楽科卒業

 A. オペラ「ラ・ジョコンダ」　“ 自殺！ ”／ポンキ エッリ

　  Opera 「La Gioconda」　“Suicidio!”／ A.Ponchielli
 B. オペラ「トゥーランドット」“ この宮殿の中で ”／プッチーニ

   Opera 「Turandot」 “In questa Reggia”／ G.Puccini

31. 岡坂弘毅（テノール）P. 藤井麻理

　　1977 年 10 月 21 日生

　　徳島文理大学音楽専攻科修了

 A. 「ルチア」わが祖先の墓よ ドニゼッティ

　  「Lucia」Tombe degli avi miei /Donizetti
 B. 「チェネレントラ」きっと彼女をみつけだす ロッシーニ

   「La Cenerentola」Si ritrovarla io giuro  /Rossini

32. 嶌 研一朗（テノール）P. 巨瀬 励起

　　1977 年 10 月 6 日生

　　テルニ・ジュリオ・ブリッチャルディ音楽院

 A. オペラ「マクベス」”おお、子供達よ・・・ああ、この父の手は ”／ヴェルディ

　  Opera MACBETH   "O figli,... Ah, la paterna mano" ／ G. Verdi
 B. オペラ「トゥーランドット」　”泣くな、リュー！ ”／プッチーニ

   Opera TURANDOT  "Non piangere, Liù!"／ G. Puccini

29. 清水 実（テノール）P. 江澤 隆行

　　1978 年 7 月 18 日生

　　東京大学大学院人文社会系研究科修

 A. オペラ「セミラーミデ」甘美な希望がこの魂を魅惑して / ロッシーニ

　   Opera 「Semiramide」 "La speranza piu soave"/ G.Rossini
 B. オペラ「愛の妙薬」人知れぬ涙 / ドニゼッティ

　   Opera 「L'elisir d'amore」 "Una furtiva lagrima" / G.Donizetti

21. 吉田 健悟（バス）P. 谷岡 淳子

　　1981 年 10 月 1 日生

　　国立リューベック音楽大学大学院オペラ科修了

 A. オペラ「マクベス」”息子よ足元に気をつけろ”／ヴェルディ

　  Opera 「Macbeth」”Studia il passo, o mio figlio... come dal ciel precipita" ／ G.Verdi
 B. オペラ「アッティラ」”ローマの前で私の魂が”／ヴェルディ

   Opera 「Attila」 ”Uldino, uldin! Menrtre gonfiar si lanima"／ G.Verdi

22. 高橋 華子（メゾソプラノ）P. 越知 晴子

　　1981 年 7 月 4 日生

　　ドイツ国立ミュンヘン音楽大学大学院声楽科卒業、現在同大学院歌曲科在籍中

 A. オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』ママも知るとおり/マスカーニ

　  Opera「Cavalleria Rusticana」Voi lo sapete o mamma / P.Mascagni
 B. オペラ『ドン・カルロ』酷い運命よ /ヴェルディ

    Opera「Don Carlos」O don fatale  / G.Verdi

20. 坪内 麗音（ソプラノ）P. 案野 弘子

　　1982 年 3 月 28 日生

　　国立音楽大学大学院音楽研究科声楽専攻修了

 A. ニーラタカ／”よ家のとさるふ、らなうよさ“」ーリワ「ラペオ

　  Opera「La Wally」 “Ebben,n'andro lontana” ／ A.Catalani
 B. ～か人のかはそわだ議思不“」姫椿「ラペオ 花から花へ”／ヴェルディ

   Opera「La Traviata」“E strano…Ah,fors'e lui…Sempre libera”／ G.Verdi

19. 桐山　望（ソプラノ）P. 土屋 麻美

　　1983 年６月６日生

　　洗足学園音楽大学大学院 音楽研究科声楽専攻修了

 A. オペラ「トロバトーレ」“ 静かな夜 ”／ G.ヴェルディ

　 Opera「TROVATORE」“Tacea la notte placida” ／ G.Verdi
 B. オペラ「トスカ」“ 歌に生き恋に生き ”　

   Opera「TOSCA」“Vissi d'arte vissi d'amore”  KIRIYAMA 
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33. 趙 明美（ちょう みょんみ）（ソプラノ）P. 多田　聡子

　　1977 年 9 月 18 日生

　　財団法人日本オペラ振興会 オペラ歌手育成部　第 22 期修了　La scuola musicale di milano 就学

 A. オペラ「成り行き泥棒」より " 貴方は花嫁を求め "/ ロッシーニ

　  Opera 「L'occasione fa il ladro」　”Voi la sposa pretendete"/ G.Rossini
 B. オペラ「タンクレディ」より " 恭しく崇める正義の神様 " / ロッシーニ

   Opera「Tancredi」　”Giusto Dio che umile adoro"/G.Rossini

36. 薮田 瑞穂（ソプラノ）P. 筈井 美貴

　　1976 年 10 月 26 日生

　　国立音楽大学卒業

 A. 仮面舞踏会より私の最後の願いを

　  Un ballo in maschera より Morro', ma prima in grazia
 B. アイーダより おお、我が故郷よ

   Aida より O patria mia

37. 乾 ひろこ（ソプラノ）P. 原田　園美

　　1976 年 8 月 1 日生

　　フェリス女学院大学音楽学部声楽学科　卒業

 A. オペラ「アンナボレーナ」“ 私の生まれたあのお城 ”／ドニゼッティ

　  Opera「Anna Bolena」“Al dolce guidami castel natio”  ／ G.Donizetti
 B. オペラ「セミラーミデ」“ 麗しの光 ”／ロッシーニ

   Opera「Semiramide」“Bel　raggio　lusinghier” ／ G.Rossini

38. 田村 佳子（ソプラノ）P. 原田 園美

　　1976 年 4 月１日生

　　武蔵野音楽大学 声楽専攻　卒業

 A. オペラ「ラ・ボエーム」“ 私の名前はミミ ”／プッチーニ

　  Opera「La Bohème」“Si, mi chiamano Mimi” ／ G.Puccini
 B. オペラ「トロヴァトーレ」“ 恋はバ ラ色の翼に乗って ”／ヴェルディ

   Opera「Il Trovatore」“D'amor sull'ali rosee” ／ G.Verdi

34. 松山 美帆（ソプラノ）P. 星　和代

　　1977 年 9 月 17 日生

　　昭和音楽大学 音楽学部　声楽専攻　卒業

 A. オペラ「シャモニーのリンダ」“ この心の光 ”／ドニゼッティ

　  Opera「Linda di Chamounix」“O luce di quest'anima”／ G.Donizetti:
 B. オペラ「ランメルモールのルチア」“ 香りがたちこめて…”／ドニゼッティ

   Opera「Lucia di Lammermoor」“Ardon gl'incensi” ／ G.Donizetti:

35. 吉田 侍史（バリトン）P. 阿保 万美

　　1976 年 10 月 30 日生

　　立教大学大学院理学研究科数学専攻修了

 A. オペラ「ドンカルロ」“ 終わりの日は来た ”／ヴェルディ

　  Opera「Don Carlo」“Per me giunto” ／ G.Verdi
 B. オペラ ィデルェヴ／”・・・ぬ死は私、け聞よロルカ“」ロルカンド「

   Opera「Don Carlo」“O Carlo ascolta ... Io morrò ” ／ G.Verdi

39. 前原 加奈（ソプラノ）P. 緒形 宏子

　　1975 年 4 月 3 日生

　　音楽大学音楽学部声楽専攻オペラコース卒業

 A. オペラ「リータ」“ この清潔で愛らしい宿よ ”／ドニゼッティ

　  Opera「Rita」“E’ lindo e civettin questo caro alberguccio” ／ G. Donizetti
 B. オペラ「連隊の娘」“ では決まってしまったのね～フランス万歳 ”／ドニゼッティ

   Opeara「La Figlia del Reggimento」“Deciso e dunque… Viva la Francia!”／ G. Donizetti

40. 橋本 大樹（テノール）P. 笈沼 甲子

　　1974 年 12 月 23 日生

　　二期会オペラ研修所修了

 A. オペラ「ラ・ボエーム」“ 冷たき手を ”／プッチーニ

　  Opera「La Boheme」“Che gelida manina!” ／ Puccini,Giacomo
 B. オペラ「ランメルモールのルチア」“ 祖先の墓に別れを告げよう ”／ドニゼッティ

   Opera「Lucia di Lammermoor」“Tombe degli avi miei...” ／ Donizetti,Gaetano

43. 寺田 宗永（テノール）P. 大石 綾乃

　　1973 年 12 月 19 日生

　　国立音楽大学声楽科卒業

 A. オペラ「ドン・パスクアーレ」哀れなエルネスト／ドニゼッティ

　  Opera「Don Pasquale」“Povero Ernesto” ／ G.Donizetti
 B. オペラ「ランメールモールのルチーア」祖先の墓よ / ドニゼッティ

   Opera「 Lucida di Lammermoor」

41. 柳澤 利佳 ( ソプラノ )P. 牧口純子 

　　1974 年 12 月 3 日生

　　東京芸術大学大学院オペラ科専攻修了 

 A. オペラ「ラ・ボエーム」より 私が町を歩くと/プッチーニ 

　  Puccini 「La Boheme」Musetta 「Quando  men  vo´」
 B. オペラ「群盗」より「あなたは私のカルロの胸に…カルロがいきているですって？」/ヴェルディ

   Verdi 「I Masnadieri」Amalia「Tu del mio Carlo al seno ～ Carlo vive？」

42. 仙藤 恵子（ソプラノ）P. 西尾 由希

　　1974 年 3 月 18 日生

　　名古屋音楽大学大学院 音楽研究科声楽専攻修士課程修了

 A. 歌劇「マノン・レスコー」“ ひとり寂しくすてられて ”/ プッチーニ

　  Opera 「Manon Lescaut」“Sola perduta、abbadonata”
 B. 歌劇「トロヴァトーレ」“ 穏やかな夜 ”/ヴェルディ

　  Opera「Il  Trovatore」“Tacea  la  notte  placida”

ミラノ部門・フィナリスタ

S I E N A
シエナ部門・フィナリスタ


