
開催部門
 ソロ部門：クラシックギター・声楽・ピアノ・ヴァイオリン
応募期間
 2018年9月3日（月）～2018年10月30日（火）｠当日消印有効
審査方法
 ● 予選はCDに録音した音源審査
  合否は2018年11月15日（木）までに郵送で知らせる
 ● 本選は2018年12月14日（金）ピアノ　12月16日（日）ギター 声楽 ヴァイオリン
  高輪区民センターで公開審査
  結果は本選終了後、午後7時（予定）に表彰式にて発表
賞金等
 特別賞：スペイン往復航空券  １名
 最優秀賞：   賞金10万円 各部門
 スペイン大使賞：副賞  各部門
 一般社団法人 国際文化教育協会賞： 賞金１万円　  ２名
 伴奏賞： 　 賞金１万円 　１名
入賞特典
 ● 2019年1月20日（日）
 神奈川県民小ホールにて入賞者コンサートに出演
 ● 当協会主催コンサートに出演
 ● 海外での演奏会推薦（航空券は自費）
 ● コンクール実施の翌年度以降５年の間に、入賞者がリサイ
 　タルを行う場合、１回に限り日本スペイン音楽文化協会が
 　共催し、ホール使用料を半額支援し、（上限有り、附属設備等
 　使用料は除く）広報協力を行います
審査委員長 滝澤三枝子　
副 委 員 長 富川　勝智　
特別審査員 濱田　滋郎
審　査　員 
 ピアノ 滝澤三枝子 （元 国立音大講師）
   廻　由美子 （桐朋学園大学教授）
   安田　正昭 （上野学園大学准教授）
   ラファエル・ゲーラ
   　（2008年度 フェリス女学院大客員教授）　
   神代　麻子 （東京音大講師）
   児玉さや佳 （ピアニスト）
 声楽 須永　尚子 （洗足学園音大客員教授）
   濱田　吾愛 （東京芸術大学非常勤講師）
   森　　三記 （声楽家）
   小山陽二郎 （昭和音大講師）
   桜田　ゆみ （日本サルスエラ協会代表）
   岡元　敦司 （北海道教育大学非常勤講師）
 ギター 富川　勝智 （洗足学園音大講師）
   永島　志基 （ギタリスト）　
   坪川真理子 （桐朋学園芸術短大講師）
   東　　隆幸 （ギタリスト）
 ヴァイオリン 荒井　雅至 （元 東京学芸大、国立音大講師）
   佐藤　久成 （ヴァイオリニスト）　
   浜野　考史 
   　（元 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団コンサートマスター）
 音楽評論家・スペイン文化研究家　
   濱田　滋郎 　

Categories （all solo competitions）
 Classic Guitar, Vocal, Piano, Violin

Application Period
 Mon, September 3 to Tue, October 30, 2018 （valid if postmarked）

Screening Procedure
 ● Preliminary selections are based on recordings on CDs. The results 
  will be notified via postal mails by Thursday, November 15, 2018.
 ●The main competition will be held at Takanawa Civic Center on 
  Friday, December 14, 2018. Piano and Sunday, December 16, 2018
  Guitar Vocal Violin. 
  The results will be announced at 7 p.m. on the day of the competi tion.

Awards
 The Special Awards :Round-trip air ticket to Spain （1 person）.
 The Best Performance Awards :  100,000 Yen for each categories.
 The Spanish Ambassador Awards :  for each categories.
 Association for International Culture and Education Awards: 10,000 Yen 2 persons.
 The Accompanists Awards: 10,000 Yen （1 person）.

Other Privileges
 ●Recommendation for overseas performance （airfare not included） 
 ●Participation in the Awardees concert on Sunday, January20,
   2019 at kanagawa Kenmin Hall.
 ●Participation in a concert organized by Sociedad de Música y Cultura 
 Hispánica.

Jury
 Chief Juror :Mieko Takizawa

 Vice Chief Juror :Masatomo Tomikawa

 Special Juror : Jiro Hamada

 Piano :  Mieko Takizawa
    Yumiko Meguri
    Masaaki Yasuda
    Rafael Guerra
    Asako Kumashiro
    Sayaka Kodama

 Vocal :  Naoko Sunaga
    Wakana Hamada
    Miki Mori
    Yojiro Oyama
    Yumi Sakurada
    Atsushi Okamoto

 Guitar :  Masatomo Tomikawa
    Shiki Nagashima 
    Mariko Tsubokawa
    Takayuki Azuma

 Violin :  Masanori Arai
    Hisaya Sato
    Takashi Hamano

 Music Critic/Researcher of Spanish Culture :  
    Jiro Hamada　

 ・居住地　国籍を問わない
 ・全部門年齢制限なし

 ・People of all nationality and places of residence are 
 　welcome to apply for all competition categories.
 ・People of all ages are eligible for all competition categories.

コンクール内容 Description of the Competition

参加資格 Eligibility for participation


