
順番 氏　　名 ふりがな 高校 学年 演奏時間 伴奏者 曲　名 作曲者 作詞者 リハーサル室 本番開始時刻

1 阿潟濵　美羽 あがたはま　みう 鹿屋女子高校 2年 06:05 亀山　千鶴子 平城山／Amarilli 平井　康三郎／G.Caccini 北見　志保子／A.Guarini 9:10 ～ 9:40 練習室１ 10:00

2 長田　一紗 ながた　いっさ 松陽高校 3年 06:00 ☆松岡　葵 かやの木山の／Per pieta,bell'idolmio 山田　耕筰／V.Bellini 北原　白秋／P.Metastasio 9:15 ～ 9:45 練習室２ 10:07

3 福留　宗久 ふくどめ　むねひさ 甲南高校 3年 05:10 ☆三原　真梨 平城山／Caro laccio,  dolce nodo 平井　康三郎／F.Gasparini 北見　志保子／不詳 9:20 ～ 9:50 練習室４ 10:14

4 川野　華歩 かわの　かほ 鹿屋女子高校 3年 07:30 吉井　貴子 初恋／La promessa 越谷　達之助／G.Rossini 石川　啄木／P.Metastasio 9:30 ～ 10:00 練習室８ 10:20

5 宮本　遥菜 みやもと　はるな 鹿児島玉龍高校 2年 08:20 ☆迫田　梨愛 早春賦／O del mio dolce ardor 中田　章／C.W.Gluck 吉丸　一昌／R.d.Calzabigi 9:45 ～ 10:15 練習室１ 10:28

6 柏原　あかり かしわばら　あかり 鹿児島女子高校 3年 05:00 佐藤　瑠南 ねむの花／Nina 中田　喜直／G.B.Pergolesi 壺田　花子／不詳 9:50 ～ 10:20 練習室２ 10:38

7 久德　心花 きゅうとく　ここは 鹿屋女子高校 2年 04:50 亀山　千鶴子 椰子の実／Nina 大中　寅二／G.B.Pergolesi 島崎　藤村／不詳 9:55 ～ 10:25 練習室４ 10:44

8 松田　卓也 まつだ　たくや 鹿児島実業高校 2年 10:00 黒澤　愛理 霧と話した／Intorno all'idol mio 中田　喜直／M.A.Cesti 鎌田　忠良／G.A.Cicognini 10:05 ～ 10:35 練習室８ 10:49

9 鶴ヶ野　愛純 つるがの　あすみ 松陽高校 ２年 06:00 鶴ヶ野　心咲 行々子／Se tu della mia morte 信時　潔／A.Scarlatti 清水　重道／S.Stampiglia 10:20 ～ 10:50 練習室１ 11:00

10 久保　光暖 くぼ　こなん 松陽高校 1年 07:00 田中　利絵 この道／Ah, mio cor 山田　耕筰／G.F.Handel 北原　白秋／不詳 10:25 ～ 10:55 練習室２ 11:07

11 福石　景都 ふくいし　えいと 鹿児島中央高校 3年 05:10 中村　寛治 出船／Sebben,crudele 杉山　長谷夫／A.Caldara 勝田　香月／A.M.Luchini 10:30 ～ 11:00 練習室４ 11:15

12 先成　侑那 せんなり　ゆな 武岡台高校 3年 09:00 折田　夏菜 秋の野／Per la gloria d'adorarvi 團　伊玖磨／G.B.Bononcini 北原　白秋／P.A.Rolli 10:45 ～ 11:15 練習室８ 11:35

13 山田　桜 やまだ　さくら 鹿児島女子高校 3年 04:50 佐藤　瑠南 出船／Lasciar d'amarti 杉山　長谷夫／F.Gasparini 勝田　香月／不詳 10:55 ～ 11:25 練習室１ 11:45

14 德留　くらら とくどめ　くらら 鹿屋女子高校 3年 06:10 亀山　千鶴子 かやの木山の／O del mio dolce ardor 山田　耕筰／C.W.Gluck 北原　白秋／R.d.Calzabigi 11:00 ～ 11:30 練習室２ 11:50

15 戸山　咲耶 とやま　さや 鹿児島高校 2年 09:00 ☆﨑田　和奏沙 浜辺の歌／Sebben,crudele 成田　為三／A.Caldara 林　古渓／A.M.Luchini 11:10 ～ 11:40 練習室４ 11:58

16 宮原　美樹 みやはら　みき 松陽高校 2年 07:00 井手口　希歩 おやすみ／L'ultima ebbrezza 中田　喜直／O.Respighi 三木　露風／A.Negri 11:20 ～ 11:50 練習室８ 12:08

17 北薗　優 きたぞの　ゆう 川内高校 3年 05:00 橋本　優里花 秋の月／Se nel ben sempre incostante 瀧　廉太郎／A.Stradella 瀧　廉太郎／不詳 11:30 ～ 12:00 練習室１ 12:16

18 先成　彩陽 せんなり　いろは 樟南高校 1年 09:00 折田　夏菜 秋の野／Caro mio ben 團　伊玖磨／T.Giordani 北原　白秋／不詳 11:35 ～ 12:05 練習室２ 12:22

19 原田　恵李菜 はらだ　えりな 鹿児島玉龍高校 3年 09:00 原田　和典 桐の花／Quella fiamma che m'accende 瀬下　建二／B.Marcello 長崎　透／不詳 11:45 ～ 12:15 練習室４ 12:32

20 外薗　ひかる ほかぞの　ひかる 錦江湾高校 3年 08:20 吉松　美香 霧と話した／Ave maria 中田　喜直／L.Luzzi 鎌田　忠良／L.Luzzi 11:55 ～ 12:25 練習室８ 12:42

21 竹原　七美 たけはら　ななみ 鹿屋女子高校 3年 06:00 亀山　千鶴子 林檎の花が降りそそぐ／Tu lo sai 宅　孝二／G.Torelli 城　左門／不詳 12:05 ～ 12:35 練習室１ 12:51

22 窪田　心奈 くぼた　ここな 松陽高校 1年 05:00 窪田　奈緒子 花／Caro mio ben 瀧　廉太郎／T.Giordani 武島　羽衣／不詳 12:10 ～ 12:40 練習室２ 12:58

23 古別府　伶 ふるべっぷ　れい 鹿児島玉龍高校 2年 04:00 竹原　優 浜千鳥／Nel cor più non mi sento 弘田　龍太郎／G.Paisiello 鹿島　鳴秋／不詳 13:05 ～ 13:35 練習室４ 13:55

24 佐藤　心結 さとう　みゆ 鹿児島女子高校 3年 05:00 佐藤　瑠南 ゆりかご／Sebben,crudele 平井　康三郎／A.Caldara 平井　康三郎／A.M.Luchini 13:10 ～ 13:40 練習室８ 14:00

25 濱川　凛音 はまかわ　りんと 鹿児島高校 3年 07:00 ☆勝間　奏空 荒城の月／Già il sole dal Gange 瀧　廉太郎／A.Scarlatti 土井　晩翠／D.F.Bernini 13:15 ～ 13:45 練習室１ 14:06

26 吉国　苑 よしくに　その 鹿屋女子高校 2年 08:20 吉井　貴子 荒城の月／Sebben,crudele 瀧　廉太郎／A.Caldara 土井　晩翠／A.M.Luchini 13:25 ～ 13:55 練習室２ 14:14

27 寺田　匡輝 てらだ　まさき 鹿児島玉龍高校 2年 06:30 ☆宮本　遥菜 出船／O cessate di piagarmi 杉山　長谷夫／A.Scarlatti 勝田　香月／N.Minato 13:40 ～ 14:10 練習室４ 14:23

28 兒玉　柊月 こだま　ひづき 鹿屋女子高校 3年 07:00 亀山　千鶴子 浜辺の歌／Se tu della mia morte 成田　為三／A.Scarlatti 林　古渓／S.Stampiglia 13:45 ～ 14:15 練習室８ 14:30

29 宮下　和 みやした　なごみ 樟南高校 2年 07:30 上山　紘子 椰子の実／Ah, mio cor 大中　寅二／G.F.Handel 島崎　藤村／不詳 13:50 ～ 14:20 練習室１ 14:38

30 西薗　はな にしぞの　はな 鹿児島高校 2年 08:15 ☆中島　來夢 花／Ah, mio cor 瀧　廉太郎／G.F.Handel 武島　羽衣／不詳 14:00 ～ 14:30 練習室２ 14:47

31 日高　彩葉 ひだか　いろは 鹿屋女子高校 2年 04:35 吉井　貴子 花の街／Nel cor più non mi sento 團　伊玖磨／G.Paisiello 江間　章子／不詳 14:15 ～ 14:45 練習室４ 14:56

32 村上　礼奈 むらかみ　れな 松陽高校 3年 08:10 竹下　智子 おやすみ／La Figlia del Reggimento  Convien partir! 中田　喜直／G.Donizetti 三木　露風／G.Donizetti 14:20 ～ 14:50 練習室８ 15:02

33 益成　天歌 ますなり　てんか 鹿屋女子高校 3年 05:40 亀山　千鶴子 この道／La violette 山田　耕筰／A.Scarlatti 北原　白秋／不詳 14:25 ～ 14:55 練習室１ 15:11

休憩（11:20～11:35）

休憩（13：03～13：55）

声楽部門進行表（会場：主ホール）　　８月18日(木)
リハーサル時間

※　伴奏者の☆は生徒の伴奏者です。


