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東京国際芸術協会
Tokyo International Association of Artists

一般社団法人

主催：一般社団法人 東京国際芸術協会

｜　ソロ部門　｜　室内楽部門　｜　歌曲・独唱部門　｜　重唱・合唱部門　｜

［ 募集要項 ］

第35回
全日本作曲家
コンクール

・賞金の一部が変更となりました。なお、順位が重複した場合でも賞金額は変わりません。
・第 4 位、第 5 位を追加しました。表彰状と楯を進呈します。

前回からの変更点
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第35回全日本作曲家コンクール

本コンクールは、有能な作曲家を発掘し、優れた作品の普及をもって音楽文化の発展、向上に寄与することを目的として
開催します。

ソロ部門	 	 15 分以内の作品
室内楽部門	 	 15 分以内で二重奏～六重奏の作品
歌曲・独唱部門	 	 10 分以内の作品
重唱・合唱部門	 	 15 分以内で二重唱～合唱の作品

一切問いません。

菊池　幸夫	 国立音楽大学・同大学院教授
久行　敏彦	 洗足学園音楽大学・同大学院教授、東京音楽大学講師
小島　有利子	 尚美学園大学・同大学院教授、洗足学園音楽大学・桐朋女子高等学校音楽科講師
井元　透馬	 上野学園大学講師・同高校講師、昭和音楽大学講師、国立音楽大学附属高校講師

ピッコロ・フルート（アルトフルート）・クラリネット（バスクラリネット）・オーボエ・イングリッシュホルン・ファゴット・
サクソフォーン（ソプラノ・アルト・テナー・バリトン）・ホルン・ユーフォニアム・チューバ・トランペット・トロンボーン・
バストロンボーン・ピアノ（ソロ、連弾のみ可。2 台ピアノ不可）・ギター・マンドリン・マンドラテノール・マンドロンチェロ・
ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・マリンバ・ビブラフォン・歌唱

・1 人 3 曲まで応募できます。複数曲をお申込みされる場合、1 曲ごとにお手続きください。
・過去に入賞した作品や、出版された作品は応募できません。
・楽譜は原則 PDF データで提出してください。鮮明な黒インクによるペン書き、もしくは楽譜作成ソフトで作成されたものを
PDF 化してください。

・楽譜には作品解説（1 ページ程度、書式自由）を必ず付けてください。
・表紙には作品名（和文欧文両方）、作曲者名（和文欧文両方）を明記してください。
・表紙、作品解説、楽譜（スコア、パート譜）という順番に 1 つの PDF ファイルにまとめて提出してください。
・データの提出先は公式サイト申込フォームで申し込んだ後、自動返信メールにてアップロード用 URL をご案内致します。
docomo 等のキャリアメールをご利用の方は必ず事前に、tiaa-jp.com からメール受信できるように設定しておいてください。

・郵送で応募される場合は、製本した楽譜、作品解説各 1 部を弊会まで郵送してください。弊会がスキャンニングを代行致しま
すが、1 曲につき 1,000 円別途かかります。参加料と同時にお支払いください。

・組曲の場合、各部門の規定分数以内の作品は 1 曲としてお申込みいただけます。
・歌曲・独唱部門、重唱・合唱部門の伴奏はピアノのみとします。また、無伴奏でも可とします。
・独唱とピアノ以外の独奏楽器との編成およびピアノ連弾は室内楽部門となります。
・室内楽部門は声楽を楽器として使用するのは可能ですが、その場合は 1 人のみとします。
・楽器の持ち替えは可能ですが、1 曲につき使用できる楽器は 6 台までとします。
・語りと朗読は不可となります。
・要項規定の分数を超過した場合は失格となります。

※同じ楽器を複数使用可能、上記楽器以外の使用は不可とします。

※ご注意：作品を制作するにあたり、自身以外に著作権を保持する方がいるか必ず確認をしてください。
自身以外に著作権を保持する第三者がいる場合は、必ずその方々に制作の許諾を得てください。（例：作詞をされた方の著作権が切
れていない場合、インスパイアされた原曲がある場合、著作者の他に音楽制作事務所が著作隣接権を持っている場合、その他）確
認を怠ったことによるいかなる賠償等についても弊会は負えません。

趣旨

募集部門 参加資格

審査員

楽器編成

応募規定
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第35回全日本作曲家コンクール

・審査は弊会が依頼した審査員が担当し、譜面審査にて行います。各審査員 100 点満点で採点し、審査員全員の平均点と審議
会によって順位が決定します。各審査員が一人一人に直筆の講評を書き、合否に関わらず全員にお渡しします。今後の参考
にしてください。

・結果は講評とともに 2023 年 12 月 1 日（金）頃に応募者全員に書面にて通知します。

2023 年 5 月 1 日（月）～ 2023 年 9 月 30 日（土）（9 月 30 日必着）

「全日本作曲家コンクール」公式サイトで締切期日までに必着にてお申込みいただき、
同時に参加料を下記口座にお振込みください。（手数料は本人負担）
楽譜郵送の場合は 1 曲につき 1,000 円スキャンニング料金を同時にお支払いください。

第１位	 	 	 表彰状､ 楯、賞金 10 万円
第２位	 	 	 表彰状､ 楯、賞金	5 万円
第３位	 	 	 表彰状､ 楯、賞金	3 万円
第４位	 	 	 表彰状､ 楯
第５位	 	 	 表彰状､ 楯
審査員賞	 	 表彰状､ 楯
奨励賞、入選	 	 表彰状

「第 35 回全日本作曲家コンクール入賞者披露演奏会」で入賞・入選した作品を演奏することができます。
日程：2024 年 5 月頃（後日弊会 HP より発表致します）会場：東京　日暮里サニーホール・ホール（予定）

・入賞入選者は協会会員として 2024 年 8 月末日まで無料登録することができます。
・入賞入選者はリサイタルの場を提供致します。
・希望者は作品の CD 制作・楽譜出版の支援を受けることができます。

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
TEL:03-6806-7108（平日 9:30 ～ 18:00）		FAX:03-3806-8555		URL.	https://www.tiaa-jp.com/

・曲目は提出後の変更はできません。提出後、楽譜の内容の変更や追加は原則として認めません。
・楽譜製作にかかる費用は出品者の負担となります。なお、楽譜は返却しません。
・万が一の事故に備えて、作曲者は応募作品の控えを必ず保管してください。
・失格または申込み後の辞退については参加料の返却はできません。
・やむを得ず棄権することが決まった場合は、すみやかに事務局に連絡してください。
・審査結果についての問い合わせには応じられません｡
・個人情報の取り扱いについてはホームページに記載のプライバシーポリシーに準じます。

※出演に際しては若干のチケット分担がございます。	※原則として作品の制作に協力を得た演奏家を起用してください。
※ホールのピアノを利用する関係上、内部奏法はできません。	※演奏会に必要なパート譜などは、参加者が用意してください。

公式サイト
https://www.tiaa-jp.com/tajcc/

審査方法

申込期間

申込方法

表彰

入賞者披露演奏会

副賞

お申込み ・ お問合わせ

注意事項

※表彰は部門ごとに行います。点数が基準に満たない場合
は順位を空位とします。なお、順位が重複した場合でも
賞金額は変わりません。
※各部門最高得点が平均 93 点に満たない場合は 1 位を空位
とします。

参加料 １曲につき 13,000 円

振込口座
三井住友銀行		日暮里支店
普通預金						口座番号	7791708		名義　一般社団法人東京国際芸術協会
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連作歌曲「智恵子抄」～その愛と死と～（野村朗作曲）　発売日：2015年4月1日
Piano Trio for Piano, Violin and Violoncello D minor / d-moll（河田理奈作曲）　発売日：2015年10月10日
Composession vol.1（加賀屋緑/杉森雅大/松尾毅作曲）　発売日：2015年10月10日
女声合唱のための“歌ひとつ” ～暗い心の夕暮れに～（草野次郎作曲）　発売日：2015年10月10日
鎮魂歌・あざみの花に / 懐かしい未来へ ～もう一つの鎮魂歌～（野村朗作曲）　発売日：2017年6月9日
保育者のためのマーチ曲集（津布楽杏里 / 桑原章寧 作・編曲）　発売日：2017年9月7日
歌曲集「6つの花の歌」（近藤加奈子作詞 / 蒔田裕也作曲）　発売日：2018年8月12日
ピアノ作品集「6月の花嫁」（杉森雅大作曲）　発売日：2018年8月30日
オペラ人魚姫（蒔田裕也作曲 / 近藤加奈子台本）　発売日：2019年7月26日
24 Prelude Impromptus 1st Edition 24の即興的前奏曲 第1版（保谷哲也作曲）　発売日：2020年8月23日
ピアノ作品集「スイーツアラカルト」（杉森雅大作曲）　発売日：2021年3月6日
野口桂子作品集Vol.1「ひび割れた水瓶 Gentle Ghost」（野口桂子作曲）　発売日：2021年4月11日
「日本歌曲選集」（野村朗作曲）　発売日：2021年5月19日
ピアノ作品集「LOVE ALICE」（杉森雅大作曲）　発売日：2021年8月12日
ピアノ作品集「まちのケーキやさん」（杉森雅大作曲）　発売日：2022年3月30日
野口桂子作品集Vol.2「僕が一番怖いのは」（野口桂子作曲）　発売日：2022年4月9日
Space Adventure・予兆（パート譜付き）（池松優美作曲）　発売日：2022年9月28日
「滄海」～フルート、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのために～（パート譜付き）（西村真也作曲）　発売日：2022年10月22日

作品集Composonorityvol.1～9
作品集音の博覧会vol.1　JANコード：4562276360265 
Sense of Wonder ～河田理奈作品集～　JAN：4562276360234 
ARAKI KENSHIRO CLARINETTO SONATE Nr1 Nr1, Op187 B-dur Nr2, Op191 E-moll
JAN：4562276360296

CD

楽譜

当コンクール入賞入選者の作品を収録したCD・楽譜が
Amazon、TIAA公式サイト、他にて好評発売中！
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第35回全日本作曲家コンクール

< ソロ部門 >
第 3 位	 土屋　光彦	 ３つのピアノ曲
審査員賞	 土屋　光彦	 ２つのピアノ曲
審査員賞	 徳田　旭昭	 Circha	for	flute	solo
審査員賞	 杉本　能	 Proliferation	I	for	Bass	Clarinet	Solo
奨励賞	 永井　健一郎	 KLAVIERFANTASIE　A-DUR　《Lo	stesso,	ma	perche？》
奨励賞	 下里　博之	 3 つのバガテル　1. 三音の断章　2. オスティナート　3. 水影
奨励賞	 石渡　智崇	 水辺の情景
奨励賞	 島田　康子	 3 つのピアノ小品　1.さよなら　2.ピエロ　マリオネット　3. 逼迫の波
奨励賞	 宋　詞	 組曲「木霊の森」
奨励賞	 高　翔麟	 Three	Pieces	for	Piano・ピアノのための 3つの小品
奨励賞	 濱口　賢策	 ピアノの為のソナチネ「坂本龍馬の生涯」
奨励賞	 原田　雄介	 ピアノのための 3つのタペストリー　第 1 番
奨励賞	 福田　孝樹	 Festive	Sonata	for	Solo	Piano
入選	 米澤　博史	 雨音のラプソディ　Rhapsody	in	Rain
入選	 長谷川　浩	 「音の詩」より　ピアノのために　・ある肖像に想いを寄せて　・夕暮れ　・悲傷
入選	 松﨑　広晟	 ピアノ組曲　第 1 番
入選	 浦　雄一	 Soliloquy	II,	for	clarinet
入選	 金森　陽大	 Winter	Sonatine
入選	 長谷川　浩	 ピアノによる「4つの即興曲」
入選	 井手　直紀	 Southern	Oscillation　南方振動
入選	 岡田　知子	 ソナタ　ピアノのための
入選	 岡部　満里阿	 愛を込めて　花言葉より　3つの小品による記念日の曲

< 室内楽部門 >
第 3 位	 黄　青	 Entanglement
審査員賞	 佐伯　萌栄子	 チェロソナタ　ト短調
審査員賞	 村松　渓歩	 バリトンサクソフォーンとピアノのための「ソナタ」
審査員賞	 久保　共生	 弦楽四重奏曲　第 1 番
審査員賞	 石倉　雄太	 Broken	Mirror
審査員賞	 熱田　浩幸	 祈禱
奨励賞	 吉川　真登	 フルート、クラリネット、ピアノのための第一組曲
	 	 1.Prologue	2.Sonatine	3.Interlude	7.Light	Waltz	8.Epilogue
奨励賞	 櫻井　伊知郎	 弦楽四重奏曲　「ふらっと旅に出ると」
奨励賞	 原　雅史	 弦楽三重奏曲　“concord”
奨励賞	 白川　悟志	 金管五重奏曲　第 9 番　『オー・テ・サン』
奨励賞	 高　翔麟	 A	Winter	Tree・「冬木」
奨励賞	 浦　雄一	 フルートとピアノのためのソナタ
奨励賞	 宋　詞	 Sonata	for	clarinet	and	piano（全楽章）
奨励賞	 風羽　藍玖	 3 つの小品
	 	 i. ノクターン、ii.メヌエット、iii. アラベスク　Three	Pieces	i.Nocturne	ii.Minuet	iii.Arabesque
奨励賞	 白川　悟志	 弦楽六重奏のための『稲穂の輪廻』
入選	 宮崎　開成	 サクソフォン四重奏のための「断片的な旋律によるショートショート」
	 	 I:Prelude「機械の街」　II:Intermezzo「行き道」　III:Mesto「弔い」　IV:Espressivo:「追懐」　V:Finale「星」
入選	 上原　朋宏	 Conversion/ 変換
入選	 齊藤　鷹規	 弦楽四重奏曲　ハ長調
入選	 風羽　藍玖	 三重奏曲 - 雨模様　Trio-Rain	pattern
入選	 井植　歳一郎	 Card	Game-2
入選	 風羽　藍玖	 三重奏曲 - 多角形　Trio-Polygon
入選	 加藤　祐奈	 胡蝶の夢
入選	 藤田　和宏	 大宮通りを臨んで
入選	 林　昌明	 ヴァイオリン・ソナタ第 1 番イ短調　“Destiny”（サスペンス・ドラマの為の）

＜歌曲 ・ 独唱部門＞
奨励賞	 次郎丸　智希	 枕草子　木の花は
奨励賞	 羽山　歩里	 中野重治の詩による2つの歌曲
入選	 野口　桂子	 「僕が一番怖いのは」

＜重唱 ・ 合唱部門＞
第 2 位	 西山　大吾	 夢について　～女声合唱とピアノのための 2つの断章～
審査員賞	 久保　共生	 女声合唱とピアノのための「一つのメルヘン」
審査員賞	 鈴木　康生	 混声合唱とピアノのための「湖上」
入選	 SUO	DEER	 雨にも負けず

―　第３1 回入賞者 ・ 曲目　―



- 5 -

第35回全日本作曲家コンクール

< ソロ部門 >
第 3 位	 土屋　光彦	 経験について
審査員賞	 渡邉　美良	 Border	Landscape
審査員賞	 後藤　元信	 悠遠素描─マリンバ独奏のための─
審査員賞	 秋巛　敏龜	 一月の歌と三つの体系
奨励賞	 阿部　未都	 Ballade
奨励賞	 森崎　雅也	 ピアノソナタ	変ロ短調
奨励賞	 李　勝熙	 ファンタジー	Fantasie
奨励賞	 小原　碧生	 前奏曲集第 1 巻からの 3つの抜粋（第 5、6、8 曲）　PRELUDES	I　～ Trois	extraits（V、VI、VIII）
奨励賞	 清水　駿介	 OPERATIC	VARIATION
奨励賞	 門脇　由奈	 言葉にならぬ景色～光纏う情景～
奨励賞	 千本木　僚汰	 Scherzo	in	e	minor
奨励賞	 河野　舞	 ロマンティック・サンプル
奨励賞	 福田　将一朗	 Ballade	No.1	B-Moll		バラード第 1 番　変ロ短調
入選	 岡田　美加	 ピアノのための組曲「夏の朝」1、澄みわたる		2、ローズヒップティーの香り	
	 	 3、野花のメヌエット	4、ずっと変わらない景色
入選	 土居　優介	 木漏れ日に照らされて
入選	 藤田　和宏	 あおぞらこもりうた
入選	 濱口　明日香	 縺れ
入選	 長谷川　浩	 ピアノのための組曲「スケッチブック」より１.ロマンス	２. 一輪の花	３. 踊るオルゴール	４. 岐路
入選	 井平　達也	 The	Haunted	House
入選	 原田　理暖	 3 つの夢へのセンチメント

< 室内楽部門 >
第 2 位	 紺野　鷹生	 うすらひの…
第 3 位	 川田　佳誠	 山精木魅 -オーボエ、バスーン、ホルンのための -
第 3 位	 湯地　晃太郎	 彩めく影　二本のフルート、クラリネット、ヴィブラフォンのための
審査員賞	 斉　芸琨	 庭の中に、魚がいると、あなたに言った
審査員賞	 木下　紀子	 恋を恋する人
審査員賞	 野見山　結衣	 Hazy	space
審査員賞	 姫野　七弦	 Developing	for	4	Alto	Saxophones
審査員賞	 野沢　真凜	 オーボエとピアノのためのソナチネ
審査員賞	 白川　悟志	 金管五重奏曲第 10 番『コロナ対おちゃらか』
審査員賞	 斉　芸琨	 幻想曲
奨励賞	 岩崎　俊貴	 蝶は呼応する
奨励賞	 上野　友裕	 百合の印象
奨励賞	 矢藤　学	 笑う星の７つの断章
奨励賞	 金田　侑か	 Wind	Quintet	G-dur	op.14
奨励賞	 榎本　深雪	 はじまりのかねのおと	～テナーバストロンボーンのための～
奨励賞	 山下　真澄	 クレズメル・ダンス
奨励賞	 長尾　咲	 Conte	de	fees	Pour	piano	trio
奨励賞	 奥田　也丸	 三重県道・岐阜県道 106 号桑名海津線
奨励賞	 池松　優美	 Space	Adventure
奨励賞	 吉田　百伽	 フルートとハープによる四つの「Fantasie」
奨励賞	 藤本　潤一郎	 「抜頭」による狂詩曲　ヴィオラとピアノのために
奨励賞	 熱田　浩幸	 協奏的序曲　オーボエと弦楽五重奏のための
奨励賞	 岸本　万由子	 A	never-ending	night
入選	 大平　泰志	 Prajnanam	brahman
入選	 池松　優美	 予兆
入選	 西村　真也	 滄海
入選	 岩井　晴輝	 溶明の小径
入選	 千本木　僚汰	 Piano	Quintet
入選	 山崎　憲	 オーボエ五重奏曲ニ長調作品 17o
入選	 権藤　訓光	 弦楽四重奏のためのソナタ　ニ短調　「情熱」

＜歌曲 ・ 独唱部門＞
奨励賞	 奥田　也丸	 世界は盃に覆われている
奨励賞	 宇野　芳宣	 Herald ー雪渓にて
入選	 XU　XIN	 Wish	You	Could	Have	A	Wonderful	Night

＜重唱 ・ 合唱部門＞
審査員賞	 佐々木　駿	 初めてのMissa	Brevis
奨励賞	 永井　健一郎	 はるかなものに（混声四部合唱）
入選	 谷地田　みのり	 空を仰いで風に寄せれば
入選	 遠藤　晴香	 僕から君へ
入選	 奥田　也丸	 キリエ・エレイソン

―　第３２回入賞者 ・ 曲目　―
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―　総合統計 ―

部門
第 32 回 第 33 回

申込作品数 入賞作品数 入賞率 申込作品数 入賞作品数 入賞率

ソロ部門 26 20 77% 25 15 60%

室内楽部門 35 30 86% 28 18 64%

歌曲・独唱部門 5 3 60% 6 4 67%

重唱・合唱部門 6 5 83% 10 5 50%

総数 72 58 81% 69 42 61%

< ソロ部門 >
審査員賞	 宇野　芳宣	 隠されていない９度　右手ピアノのための
審査員賞	 久保　共生	 3 つの幻想曲
審査員賞	 杉本　能	 “The	Age	of	War”	for	Trumpet	Solo
奨励賞	 今井　達也	 （ピアノのための）4つの小品『祖父を讃えて』
奨励賞	 季月　琳	 “ 雨 ”	－夏－
奨励賞	 小川　葉羽	 名称未設定
奨励賞	 櫻井　伊知郎	 即興曲「踊り歩く旅」
奨励賞	 風羽　藍玖	 ピアノのための小品　ー夕暮れー　　piece	for	piano	-dusk-
入選	 福本　竜平	 古典舞曲集
入選	 秋山　かおり	 デビュー
入選	 田中　弦大	 N
入選	 大溝　倫子	 ピアノのための 3つの小品 ( 去りし日のエチュード、今ここのアリア、未来へのノクターン )
入選	 三村　あかね	 どんぐりとおしゃべりしてた
入選	 熱田　浩幸	 ピアノのための幻想曲「ヴィルヘルムに告ぐ」～ピカソへのオマージュ～
入選	 長谷川　浩	 組曲「音の詩」　全３集　１５曲より　１「雪原の孤独」　２「落日の決闘」　３「ラルゴ」

< 室内楽部門 >
第 3 位	 原　雅史	 弦楽三重奏曲	”Distorted”		String	Trio		”Distorted”
審査員賞	 宮島　健太	 きらめく曲水の瀞
審査員賞	 羅　明涵	 Summon	the	Phoenix
審査員賞	 土居　優介	 Super	Blacrime	-	紺漣
奨励賞	 田中　裕香	 夢風の序曲　- 金管 5 重奏の為の -
奨励賞	 池松　優美	 Train
奨励賞	 呼野　阿美香	 弦楽四重奏曲
奨励賞	 柴田　歩	 ピアノ三重奏曲　第一楽章　春めく
奨励賞	 柴田　流星	 我れ何所へ行かん ∼テノールと弦楽のためのメランコリー ∼
奨励賞	 島田　康子	 ゆるやかなワルツ　―オーボエとピアノのための―
奨励賞	 浦野　真珠	 Variation	de	valeurs	et	d'intensités
奨励賞	 木下　和也	 多望　第２番
入選	 風羽　藍玖	 回想曲　3 番　ー時ー　Evocaciones	No.3	-TOKI-
入選	 古田　嘉彦	 " 弦楽六重奏のための「変容」　　""Metamorphosis""	for	String	Sextet"
入選	 松井　駿介	 “Glory	and	Impatience”	for	Baritone	Saxophone	and	Piano	
	 	 ～バリトンサックスとピアノための「栄光と焦燥」～
入選	 馬橋　喜翼	 クラリネット六重奏曲
入選	 LALARIEZE	 Fugue	II	in	F#	minor	for	String	quartet	/	弦楽四重奏のためのフーガ　2 番　嬰ヘ短調
入選	 幸重　洋平	 金管五重奏曲「鳥」

＜歌曲 ・ 独唱部門＞
審査員賞	 中村　智哉	 土井晩翠の詩による３つの歌曲
審査員賞	 羽山　歩里	 中野重治の詩によるモノオペラ「Impromptu	Ⅰ」
奨励賞	 永井　健一郎	 白秋二篇（独唱歌曲）
入選	 野口　桂子	 おじいさんの花束

＜重唱 ・ 合唱部門＞
奨励賞	 福谷　裕子	 夕ぐれの時はよい時
奨励賞	 島田　尚美	 混声合唱組曲「このみち」
奨励賞	 保月　あきら	 無伴奏混声合唱のための「春の詩集」
入選	 大村　彬音	 生きぬく		～坂口安吾『不良少年とキリスト』より～
入選	 市橋　佳奈	 Home

―　第３３回入賞者 ・ 曲目　―




