
2021 年 2 月 4 日（木） 

桐朋女子高等学校音楽科・桐朋学園大学音楽学部 声楽専攻 公開実技試験 

1 竹林 あやね (H1B) Stefano Donaudy:Vaghissima sembianza A-dur ピアノ 加藤 亜咲美 (H1) 

2 宮本 弓歌 (U1) G.Rossini: La promessa As-dur ピアノ 岡本 奈桜 (U1) 

3 牛田 全 (U1) Tosti: L'ultima canzone d-moll ピアノ 染谷 夏音 (U1) 

4 米山 稀梨 (U1) Haydn:《Alessandro nell Indie》より Chi vive amante ピアノ 伊藤 舞香 (U3) 

5 山田 かりん (U1) Vedrai,carino(W.A.Mozart:Don Giovanni,attoⅡ) ピアノ 齊野 晴香 (U3) 

6 平木 友葉 (U1) Bellini:Per pietà, bell'idol mio b moll ピアノ 梶原 美依 (U1) 

7 中山 遥歌 (U2) Tosti: Tristezza e-moll ピアノ 山谷 碧月 (U2) 

8 亀ヶ盛 流星 (U2) Ottorino Respighi：L'ultima ebbrezza ピアノ 大林 燎和 (U2) 

9 東條 綾乃 (U2) G.Donizetti：Il Barcaiolo D dur ピアノ 奥山 みず希 (U2) 

10 古橋 一貴 (U2) Mozart:Le Nozze di figaro. hai già vinta la causa ピアノ 佐伯 涼 (U2) 

11 小林 保乃 (U2) Mozart:Venite inginocchiatevi ピアノ 奥山 みずき (U2) 

12 江﨑 七海 (U2) C.A.Debussy : Pantomime E dur ピアノ 橋本 瞳里 (U2) 

13 村松 ﾙｲｰｻﾞｻﾗ (U2) Mozart:Opera「COSI FAN TUTTE 」Smanie implacabili Es-dur ピアノ 鈴木 七海 (U2) 

14 由本 菖 (U2) W.A.Mozart: オペラ Le nozze di Figaro より "Giunse alfin il momento" ピアノ 山地 祐莉香 (U2) 

15 増富 さつき (U2) Donizetti:「Linda di Chamounix」よりO luce di quest'anima C-dur ピアノ 佐伯 涼真 (U2) 



16 西村 量 (U2) Gounod: "Je veux vivre" aus Roméo et Juliette ピアノ  門谷 真歩 (U2) 

17 千葉 勇二 (U2) Mozart: 「Le nozze di Figaro」Hai già vinta la causa ピアノ 佐伯 涼真 (U2) 

18 國井 渚沙 (U2) W.A.Mozart:Das Veilchen K476 G-dur ピアノ 佐藤 まゆ (U2) 

19 長谷川 暉 (U3) Le nozze di Figaro 「Hai gia vinta la causa!」 ピアノ 齊野 晴香 (U3) 

20 阿嶋 優希 (U3) W.A.Mozart:「COSI FAN TUTEE」より In uomini, in soldati Fdur ピアノ 山川 真奈 (U3) 

21 中村 早希 (U3) Mozart: Le Nozze di Figaro, ‘Deh, vieni, non tardar’ ピアノ 秋池 朝子 (M2) 

22 

 

清治 和志 (U3) 

 

Verdi : “I Vespri Siciliani” ～atto Ⅱ- scena ed aria :  

O tu, Palermo, terra adorata (Procida) 

ピアノ 尼子 裕貴 (U3) 

 

23 岡田 七海 (U3) G.Donizetti:「Linda di chamounix｣ : O luce di quest'anima ピアノ 齊野 晴香 (U3) 

24 十亀 真理子 (U3) G.Donizetti:Don Pasquale よりQuel guardo il cavaliere ピアノ 猪股 恵 (U3) 

25 中塚 沙貴 (U3) Gaetano Donizetti: Opera《Don Pasquale》よりQuel guardo il cavaliere ピアノ 重森 光太郎 (U3) 
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加藤 楓 (U3) 

 

Bellin:Opera「La Sonnambula」 

"Care compagne, e voi teneri amici～Come per me sereno" 

ピアノ 齊野 晴香 (U3) 

 

27 井上 玲実 (U3) Charles Gounod:Opera《Faust》Air des bijoux ピアノ 齋野 晴香 (U3) 

28 鈴木 里沙子 (U3) V.Bellini:「I Capuleti e i Montecchi」～Oh! quante volte, oh! quante ピアノ 猪股 恵 (U3) 

29 中村 友遥 (U3) Mozart:「Don Giovanni 」Dalla sua pace la mia dipende G-dur ピアノ 尼子 裕貴 (U3) 

30 松浦 みのり (U3) R.Schumann: 「Myrthen」Op.25-1 Widmung As-dur ピアノ 髙橋 凜 (U3) 

31 福山 歩美 (U3) V.Bellini:"Qui la voce sua soave" I Puritani より ピアノ 齊野 晴香 (U3) 

32 原 実緒莉 (U3) Gaetano Donizetti:<Rita> "È lindo e civettin" ピアノ 齊野 晴香 (U3) 



 

33 松浦 伶奈 (U3) Händel:Giulio Cesare より"Piangerò la sorte mia” ピアノ 浅倉 早咲 (U3) 

34 大関 鷹 (CD1) Vincenzo Bellini: Vaga luna, che inargenti As-dur ピアノ 朴 令鈴 (嘱託) 
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佐々 義子 (CD1) 

 

J.S.Bach: Matthäus-Passion BWV244: Nr19  

Ich will dir mein Herze schenken G-dur 

ピアノ 山口 陽子 (嘱託) 

 

36 橘田 栄子 (CD2) Bach:Bist du bei mir C-due ピアノ 古野 七央佳 (嘱託)

37 吉田 桃子 (CD2) Mignon より Je suis Titania ピアノ 櫻井 悠乃 (U3) 

38 秋山 眞理子 (CD3) Puccini:『Manon Lescaut 』より In quelle trine morbide 他 ピアノ 横山 希 (U4) 

39 三浦 優里子 (CD3) Giacomo Puccini: Madama Butterfly "Un beldi, vedremo" 他 ピアノ 横山 希 (U4) 

40 小林 眞代 (CD4) Saint-Saens: "Mon Coeur s'ouvre a ta voix" (Samson et Dalila) 他 ピアノ 野間 春美 (嘱託) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


