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2023 年 3 月 9 日 

2023 年 3 月 17 日（更新） 

一般社団法人 東京国際芸術協会 

〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-74-6-301 
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第 44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 

全国大会タイムスケジュール（暫定）のご案内 
 

 拝啓 平素より全日本ジュニアクラシック音楽コンクール事業にご理解とご協力をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

全国大会のおおよそのスケジュールをお知らせ致します。状況により時間が前後する場合がございます。予

めご了承下さい。個別のお時間は受付証の配信までお待ち下さい。  

敬具 

 

記 

※2023 年 3 月 17 日時点 

 

2023 年 3 月 21 日(火祝) 清瀬けやきホール・大ホール 

【ピアノ部門】 小学 3 年生の部  11：00 頃開演 16：20 頃終演 翌営業日結果発表 

【金管楽器部門】 中学生の部  16：20 頃開演 17：25 頃終演 19：30 頃結果発表 

【金管楽器部門】 大学生の部  17：40 頃開演 18：55 頃終演 19：30 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 22 日(水) 清瀬けやきホール・大ホール 

【弦楽器部門】 小学 5 年生の部  11：15 頃開演 13：10 頃終演 13：45 頃結果発表 

【ピアノ部門】 高校 2 年生の部  13：10 頃開演 18：25 頃終演 翌営業日結果発表 

 

2023 年 3 月 22 日(水) 曳舟文化センター・ホール 

【弦楽器部門】 高校 3 年生の部  10：30 頃開演 13：05 頃終演 13：40 頃結果発表 

【ピアノ部門】 小学 5 年生の部※  13：05 頃開演 18：45 頃終演 翌営業日結果発表 

（※ピアノ部門・小学 6 年生の部から変更になっています。） 

 

2023 年 3 月 23 日(木)  清瀬けやきホール・大ホール 

【ピアノ部門】 小学 2 年生の部  10：30 頃開演 16：10 頃終演 翌営業日結果発表 

【木管楽器部門】 中学生の部  16：10 頃開演 17：00 頃終演 20：20 頃結果発表 

【木管楽器部門】 大学生の部  17：15 頃開演 19：40 頃終演 20：20 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 23 日(木)  曳舟文化センター・ホール 

【弦楽器部門】 大学生の部  10：45 頃開演 13：05 頃終演 13：40 頃結果発表 

【声楽部門】 中学生の部  13：05 頃開演 15：20 頃終演 翌営業日結果発表 

【声楽部門】 大学生の部  15：35 頃開演 17：55 頃終演 翌営業日結果発表 

 



2023 年 3 月 24 日(金)  清瀬けやきホール・大ホール 

【ピアノ部門】 キッズの部  10：00 頃開演 14：45 頃終演 翌営業日結果発表 

【ピアノ部門】 小学１年生の部  15：00 頃開演 17：25 頃終演 翌営業日結果発表 

【弦楽器部門】 中学 1 年生の部  17：25 頃開演 19：40 頃終演 20：15 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 24 日(金)  曳舟文化センター・ホール 

【ピアノ部門】 大学 3 年生の部  11：00 頃開演 13：00 頃終演 13：40 頃結果発表 

【木管楽器部門】 高校生の部  13：00 頃開演 18：20 頃終演 翌営業日結果発表 

 

2023 年 3 月 25 日(土)  清瀬けやきホール・大ホール 

【弦楽器部門】 小学 2 年生の部  11：30 頃開演 13：10 頃終演 13：40 頃結果発表 

【ピアノ部門】 中学 1 年生の部  13：10 頃開演 18：35 頃終演 翌営業日結果発表 

 

2023 年 3 月 27 日(月)  小岩アーバンプラザ・ホール 

【弦楽器部門】 中学 3 年生の部  11：00 頃開演 13：10 頃終演 13：40 頃結果発表 

【ピアノ部門】 高校 3 年生の部  13：10 頃開演 17：50 頃終演 18：20 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 28 日(火)  小岩アーバンプラザ・ホール 

【フルート部門】 高校 2 年生の部  10：30 頃開演 14：35 頃終演 15：10 頃結果発表 

【金管楽器部門】 高校生の部  14：35 頃開演 18：35 頃終演 19：10 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 28 日(火)  曳舟文化センター・ホール 

【作曲ソロ部門】 全ての部   10：00 頃開演 13：10 頃終演 14：30 頃結果発表 

【作曲室内楽部門】全ての部  13：10 頃開演 13：40 頃終演 14：30 頃結果発表 

【ピアノ部門】 中学 2 年生の部  13：40 頃開演 19：40 頃終演 翌営業日結果発表 

 

2023 年 3 月 29 日(水)  曳舟文化センター・ホール 

【弦楽器部門】 小学 3 年生の部  10：30 頃開演 13：15 頃終演 13：50 頃結果発表 

【ピアノ部門】 大学２年生の部  13：15 頃開演 16：05 頃終演 17：00 頃結果発表 

【ピアノ部門】 大学 4 年生の部  16：05 頃開演 16：30 頃終演 17：00 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 30 日(木)  曳舟文化センター・ホール 

【弦楽器部門】 キッズの部  10：30 頃開演 12：45 頃終演 14：10 頃結果発表 

【弦楽器部門】 小学 1 年生の部  13：45 頃開演 16：15 頃終演 16：50 頃結果発表 

【ピアノ部門】 大学 1 年生の部  16：15 頃開演 19：45 頃終演 20：20 頃結果発表 

 

2023 年 3 月 30 日(木)  武蔵野市民文化会館・小ホール 

【弦楽器部門】 高校 2 年生の部  11：15 頃開演 13：00 頃終演 13：40 頃結果発表 

【ピアノ部門】 小学 6 年生の部※  13：00 頃開演 16：50 頃終演 17：30 頃結果発表 

（※ピアノ部門・小学 5 年生の部から変更になっています。） 

 

2023 年 3 月 31 日(金)  曳舟文化センター・ホール 

【弦楽器部門】 小学 6 年生の部  13：30 頃開演 16：00 頃終演 16：40 頃結果発表 

【声楽部門】 高校生の部  16：00 頃開演 20：00 頃終演 20：40 頃結果発表 

 



2023 年 3 月 31 日(金)  武蔵野市民文化会館・小ホール 

【フルート部門】 高校 1 年生の部  14：00 頃開演 16：30 頃終演 19：20 頃結果発表 

【フルート部門】 高校 3 年生の部  16：45 頃開演 18：40 頃終演 19：20 頃結果発表 

【弦楽器部門】 高校 1 年生の部  18：40 頃開演 20：00 頃終演 20：30 頃結果発表 

 

2023 年 4 月 1 日(土)  五反田文化センター・音楽ホール 

【ピアノ部門】 高校 1 年生の部  11：00 頃開演 14：50 頃終演 15：30 頃結果発表 

【弦楽器部門】 中学 2 年生の部  14：50 頃開演 18：35 頃終演 19：10 頃結果発表 

 

2023 年 4 月 1 日(土)  清瀬けやきホール・大ホール 

【弦楽器部門】 小学 4 年生の部  10：45 頃開演 13：05 頃終演 13：40 頃結果発表 

【ピアノ部門】 小学 4 年生の部  13：05 頃開演 18：25 頃終演 翌営業日結果発表 

 

2023 年 4 月 2 日(日)  清瀬けやきホール・大ホール 

【フルート部門】 中学生の部  10：30 頃開演 13：00 頃終演 14：30 頃結果発表 

【フルート部門】 大学生の部  13：55 頃開演 16：20 頃終演 17：00 頃結果発表 

【ピアノ部門】 中学 3 年生の部  16：20 頃開演 19：35 頃終演 20：10 頃結果発表 

 

 

 

以上 


