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「第３０回宝塚ベガ音楽コンクール」本選出場者決まる 

～ピアノ部門１５名、声楽部門１７名が予選通過～ 

 

宝塚市、（公財）宝塚市文化財団、宝塚ベガ音楽コンクール委員会は、来る 7月 6日（土）・ 

7日（日）に宝塚ベガ･ホールで「第 30回宝塚ベガ音楽コンクール」本選を開催いたします。 

同コンクールは有能な演奏家を発掘･育成し、音楽文化の向上に寄与することを目的に平成元年か

ら毎年開催しており、若手演奏家の登竜門として全国的に知られています。 

今年はピアノ部門と声楽部門を実施しており、ピアノ部門は 6月 1日･2日に予選を、声楽部門は

6月 8日･9日に予選を行いました。厳正な審査の結果、ピアノ部門予選出場者 73名中 15名、声楽

部門 87 名中 17名の、合わせて 32名が本選に出場します。 

各部門の本選では演奏終了後、入賞 1位～6位（1位・賞金 50万円ほか）の発表、表彰式を行い、

1位から 3位入賞者には表彰状ならびに副賞が贈呈されます。また、公募により集まった一般審査員

が選出した、最も印象的な演奏をした方に贈られる「聴衆審査員特別賞」なども併せて表彰いたし

ます。 

 つきましては、このコンクールの開催を知っていただきたく、ぜひ記事にてお取り上げください

ますようお願い申し上げます。 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

（公財）宝塚市文化財団  コンクール担当：吉田、四方、園井 

TEL：0797-85-8844  FAX：0797-85-8873    

E-mail：info@takarazuka-c.jp 

コンクールサイト：https://takarazuka-c.jp/tvmc/ 
 

 



 

第３０回宝塚ベガ音楽コンクール予選結果 

【ピアノ部門 本選出場者】 

（予選出演番号・氏名・年齢・住所） 

6   池田 菫 （いけだ・すみれ）    25  大阪府豊能郡 

 10  生熊 茜 （いくま・あかね）    27  大阪府吹田市 

 18  久保 英子（くぼ・はなこ）     20  東京都板橋区 

 19  原田 莉奈（はらだ・りな）     22  東京都足立区 

 25  石丸 友貴（いしまる・ゆき）    27  宮城県仙台市 

 26  中島 光里（なかしま・ひかり）   19  京都府京都市 

 36  吉田 サハラ（よしだ・さはら）   21  東京都豊島区 

 47  三浦 颯太（みうら・そうた）    18  東京都調布市 

 50  杉本 沙織（すぎもと・さおり）   23  東京都荒川区 

 51  荒石 果穂（あらいし・かほ）    19  大阪府羽曳野市 

 53  辻本 莉果子（つじもと・りかこ）  21  東京都豊島区 

 55  佐々木 隆介（ささき・りゅうすけ） 20  東京都足立区 

 58  大野 謙 （おおの・けん）     19  東京都台東区 

 61  都筑 小百合（つづき・さゆり）   24  東京都杉並区 

 71  内門 卓也（うちかど・たくや）   30  東京都渋谷区 

 

 【声楽部門 本選出場者】 

（予選出演番号・氏名・パート・年齢・住所） 

4  石井 基幾（いしい・もとき）  バリトン    27  東京都豊島区 

7  的場 正剛（まとば・まさたか） バリトン     32  東京都板橋区 

16  寺田 功治（てらだ・こうじ）   バリトン     36  東京都豊島区 

24  畑 奨  （はた・すすむ）     バリトン     32  大阪府大阪市 

32  前川 健生（まえかわ・けんしょう） テノール     33  東京都板橋区 

40  吉田 一貴（よしだ・かずき）  テノール     25  東京都板橋区 

42  片山 美穂（かたやま・みほ）  ソプラノ     25  大阪府豊中市 

58  周防 彩子（すおう・あやこ）  ソプラノ     35  千葉県市川市 

59  野口 真瑚（のぐち・まこ）  ソプラノ     21  京都府京都市 

64  奥田 敏子（おくだ・さとこ）  ソプラノ     33  奈良県奈良市 

65  澤原 行正（さわはら・たかまさ） テノール     33  東京都目黒区 

66  和田 悠花（わだ・ゆうか）  ソプラノ     27  東京都渋谷区 

67  中西 惠子（なかにし・けいこ） ソプラノ     32  東京都新宿区 

68  藤村 江李奈（ふじむら・えりな） ソプラノ     35  滋賀県大津市 

70  鬼一 薫 （きいち・かおる）  ソプラノ     37  兵庫県三木市 

86  山田 大智（やまだ・たいち）  バス・バリトン 36  東京都豊島区 

87  内山 歌寿美（うちやま・かすみ） ソプラノ     23  大阪府富田林市 

 
※年齢は令和元年 6 月 10 日現在のものです。 



 

【第３０回宝塚ベガ音楽コンクール本選 概要】      

 

日 時   ピアノ部門  本選 7 月 6 日（土） 10:00 開始 

       声 楽部門  本選 7 月 7 日（日） 13:00 開始 

入場料  【各日】前売一般 1,000 円 （当日 1,500 円） 学生 500 円 

※小中学生は無料（要整理券） 

審査員  《ピアノ部門》 稲垣 聡、奥村 智美、坂井 千春、練木 繁夫、野原 みどり（五十音順） 

《声 楽部門》 伊原 直子、高 丈二、斉藤 言子、田中 勉、福原 寿美枝（五十音順） 

会 場   宝塚ベガ・ホール （宝塚市清荒神 1-2-18 Tel 0797-84-6192） 

主 催   宝塚市・（公財）宝塚市文化財団・宝塚ベガ音楽コンクール委員会 

後 援   文化庁・兵庫県・宝塚市教育委員会・公益社団法人日本演奏連盟・宝塚演奏家連盟 

  朝日新聞社・神戸新聞社 

協 賛 株式会社 B-tech Japan・株式会社ヤマハミュージックリテイリング神戸店 

島村楽器株式会社 

賞・表彰 １位 表彰状、賞金５０万円、兵庫県知事賞 

「ベガ・ウィナーズコンサート」（入賞記念演奏会）への出演 

２位 表彰状、賞金３０万円 
３位 表彰状、賞金１５万円 
４位～６位 表彰状    
入選 表彰状 

    聴衆審査員特別賞（表彰状） 
            宝塚演奏家連盟賞（表彰状、賞金３万円） 


