
各コンクール情報は2012年2月末の情報で、予告なく内容が変更される場合があります。各ＨＰで確認ください。

コンクール名称 開催国 都市 部門 開催月日 年齢制限 申込締切 次回開催年 　ＨＰ

ダブリン国際ピアノコンクール アイルランド ダブリン ピアノ 5/4～5/15 1982/4/30～1995/4/30生まれ 2011/11/15 2015年 www.dipc.ie

第22回"Rina Sala Gallo"国際ピアノコンクール イタリア モンツァ ピアノ 9/28～10/7 1981/10/8～1997/9/28 2012/5/31 2014 www.concorsosalagallo.it

第９回ヴラディーミル・ホロヴィッツ記念
若いピアニストのための国際コンクール

ウクライナ キエフ ピアノ 6/8～6/23 1993/6/8～1998/6/8生まれ 2012/2/10 未定 www.horowitzv.org

第10回シドニー国際ピアノコンクール オーストラリアシドニー ピアノ 7/4～7/21 17歳～31歳（2012/7/14現在） 2011/12/1 2016 www.sipca.com.au

第67回ジュネーヴ国際音楽コンクール スイス ジュネーヴ ピアノ 11/2～11/15 2012/5/31 2013は作曲 www.concoursgeneve.ch

ゲザ・アンダ国際ピアノコンクール スイス チューリッヒ ピアノ 6/2～6/12 32歳以下 2012/2/29 2015 www.gezaanda.ch

第58回マリア・カナルス国際音楽コンクール スペイン バルセロナ ピアノ 3/10～3/23 18歳～30歳（2012/1/1現在） 2011/12/20 2013はピアノ www.mariacanals.org

第54回《ハエン賞》国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 4/12～4/20 1980/4/12以降生まれ 2011/12/21 2013 www.dipujaen.com/premiopiano

サンタンデール・パロマ・オシェア国際ピアノコンクール スペイン サンタンデール ピアノ 7/25～8/7 1983/1/1以降生まれ 2011/11/15 2016 www.santanderpianocompetition.com

ルイス・シガーユ国際音楽コンクール チリ ビニャ・デル・マールピアノ 11/10～11/27 32歳以下 2012/4/8 2013 www.culturaviva.cl

第8回浜松国際ピアノコンクール 日本 浜松 ピアノ 11/10～11/24 1982/1/1以降生まれ 2012/3/31 2015 www.hipic.jp

第3回《メイ・リンド》ヘルシンキピアノコンクール フィンランド ヘルシンキ ピアノ 9/13～9/27 1982年以降生まれ 2012/5/15 2017 www.siba.fi/majlind

第10回オルレアン国際ピアノコンクール フランス オルレアン ピアノ 2/23～3/4 1970/1/1以降生まれ 2011/12/10 2014 www.oci-piano.com

ロン・ティボー国際音楽コンクール フランス パリ ピアノ 30歳以下(1982/1/1以降生まれ）2012/5/1 2013はヴァイオリン www.concours-long-thibaud.org

第12回Unisa国際ピアノコンクール
（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　of South Africa)

南アフリカ プレトリア ピアノ 1/19～2/4 30歳以下 2011/8/31 www.unisa.ac.za/musicfondation

ピアニストと声楽家のための
ロベルト・シューマン国際音楽コンクール

ドイツ ツヴィッカウ ピアノ・声楽 6/7～6/17
ピアノ30歳以下
声楽32歳以下

2012/2/15 2016 www.schumann-zwickau.de

第7回武蔵野市国際オルガンコンクール 日本 東京武蔵野市 オルガン 9/21～9/30 無し 2012/2/20 2016 www.musashino-culture.or.jp/iocm

第23回《シャルトル大賞》国際オルガンコンクール フランス シャルトル オルガン 8/30～9/10 1977/1/1以降生まれ 2012/2/15 2014 http://orgues.chartres.free.fr

《ロドルフォ・リピツァ賞》国際ヴァイオリンコンクール イタリア ジェノヴァ ヴァイオリン 9/7～6/16 1980/9/6以降生まれ 2012/5/15 2013 www.lipizer.it

第8回ソウル国際音楽コンクール2012ヴァイオリン 韓国 ソウル ヴァイオリン 4/18～4/29 1981/4/19～1995/4/18生まれ 2012/1/18 2013は声楽 www.seoulcompetition.com

第9回カール・ニールセン国際ヴァイオリンコンクール デンマーク オゼンセ ヴァイオリン 5/30～6/9 30歳以下 2012/2/1 2013はクラリネット http://nielsen.odensesymfoni.dk

ハノーヴァー国際ヴァイオリンコンクール ドイツ ハノーヴァー ヴァイオリン 9/30～10/13 1984/10/13～1996/9/30生まれ 2012/5/30 2015 www.violin-competition.de

イサン・ユン コンクール 韓国 トンヨン チェロ 10/27～11/4 15歳～29歳 2012/8/18 2013はピアノ www.timf.org/competition

第45回アレッサンドリア市賞
《Michele Pittaluga》ギターコンクール

イタリア アッレサンドリア ギター 9/24～9/29
1979/1/1以降生まれ
33歳以下

2012/8/31 2013 www.pittaluga.org

第9回《ＧｒｚegorzＦｉｔｅｌｂｅｒｇ》国際指揮者コンクール ポーランド カトヴィｰツェ 指揮 11/16～11/25 1976以降生まれ 2012/5/15 2017 www.konkursfitelberg.art.pl

第23回ポルチア市国際コンクール イタリア ポルチア チューバ 11/5～12/10 32歳以下 2012/9/29 2013はホルン www.musicaporcia.it

北京国際音楽コンクール 中国 北京 フルート 10/11～10/23
1980/10/10以降生まれ
32歳以下

2012/7/4
2013はクラリネット

www.bjimc.cn

青少年国際音楽コンクール セルヴィア ベオグラード クラリネット 3/22～4/1 30歳以下（2012/3/20現在） 2011/12/31 2013は声楽（独唱） www.music-competition.co.rs

マックス・ロスタル国際コンクール ドイツ ベルリン
ヴィオラ
ヴァイオリン

3/26～4/1
1983/3/25以降生まれ
28歳

2011/11/30
2015
ヴィオラ・ヴァイオリン

www.max-rostal-competition.de

ブダペスト国際音楽コンクール
（シゲッティ国際コンクール） ハンガリー ブダペスト

ヴィオラ
ヴァイオリン

9/6～9/15 1980/1/1以降生まれ 2012/5/1 2013はテューバ www.filharmoniabp.hu

第10回国際オーボエコンクール・軽井沢 日本 長野 オーボエ 9/30～10/8 1982～1994生まれ 2012/4/2 2015 http://oboeck.jp

第18回Ｊ．Ｓ．バッハ国際コンクール ドイツ ライプツィヒ
オルガン、声楽、
チェロ／バロックチェロ

7/4～7/14
1979/7/14以降生まれ
器楽16歳～32歳
声楽16歳～34歳

2012/3/10 2014 www.bach-leipzig.de

ワイマール国際音楽コンクール
(第6回ヨゼフ・ヨアヒム国際室内楽コンクール）

ドイツ ワイマール
弦楽三重奏～五重奏
ピアノ三重奏～五重奏

11/4/～11/11
メンバー平均35歳以下
（1972/11/5以降生まれ）
（2012/11/5現在）

2012/7/30 www.hfm-weimar.de/liszt

第75回エリザベート王妃国際音楽コンクール ベルギー ブリュッセル
作曲
ヴァイオリン

4/30～6/19 2013はピアノ www.cmireb.be

第6回国際プロコフィエフコンクール ロシア ペテルブルグ
作曲
指揮・ピアノ

4/20～5/3
作曲は年齢制限無し
指揮40歳、ピアノ30歳

2011/12/1 2016 www.petroconcert.spb.ru

第63回ヴィオッティ国際音楽コンクール イタリア ヴェルチェッリ 声楽 10/20～10/27 18歳～35歳 2012/7/20 2013はピアノ www.concorsoviotti.it

モントリオール国際音楽コンクール（MIMC）声楽部門 カナダ モントリオール 声楽 5/28～6/8 30歳以下（2012/1/1現在） 2012/1/18 2013はヴァイオリン www.concoursmontreal.ca

第49回トゥールーズ国際声楽コンクール フランス トゥールーズ 声楽 9/3～9/8 18歳～35歳 2012/5/31 www.chant.toulouse.fr

第49回スヘルトーヘンボス国際声楽コンクール オランダ スヘルトーヘンボス
声楽
オペラ
芸術的歌曲とオラトリオ

9/21～9/30
女声1981/1/1以降生まれ
男声1978/1/1以降生まれ

2012/7/1 2014 www.ivc.nu

第61回ARD国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
声楽
クラリネット
弦楽四重奏

9/6～9/21

声楽1980－1992生まれ
クラリネット1983－1995生まれ
弦楽四重奏1983－1995生まれ
（メンバー平均29歳以下）

2012/3/31
2013はファゴット、ピアノ三
重奏、ヴィオラ、ヴァイオリ
ン

www.ard-musikwettbewerb.de

ＴＲＯＭＰ国際パーカッションコンクール オランダ エイントフォーヴェン ソロ・パーカッション 11/2～11/11 30歳 2012/5/1 2013 www.trompinternational/nl

ルクセンブルク国際打楽器コンクール ルクセンブルクルクセンブルク パーカッション（トリオ） 2/18～2/26
メンバー計年齢90歳以下
（2012/2/18現在）
1977/2/18以前生まれは不可

2011/10/1 2015 www.ipcl.lu

第64回プラハの春国際音楽コンクール チェコ プラハ
ハープシコード
チェロ

5/7～5/15
ハープシコード32歳以下
チェロ30歳以下

2011/12/15 2013はホルン、オルガン www.festival.cz

チェジュ国際ブラスコンクール 韓国 チェジュ

バス・トロンボーン
ユーフォニウム
テューバ
パーカッション

4/12～4/20 1980/4/12以降生まれ 2012/4/30 2013 www.jiwef.org

第７回スウェーデン国際デュオコンクール スウェーデン カトリネホルム

ピアノとのデュオ
ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、フルート、オーボ
エ、クラリネット

8/16～8/19 18歳～30歳（2012/8/16現在） 2012/6/22 2014 www.sweduocomp.se

《Aeolus》管楽器国際コンクール ドイツ デュッセルドルフ
ファゴット
オーボエ
サクソフォン

9/11～9/16 1984/1/1以降生まれ 2012/4/30
2013はトロンボーン、トラ
ンペット、テューバ

www.aeoluswettbewerb.de

リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン
ブラスクインテット
(2トランペット、ホルン、
トロンボーン、テュー
バ）

4/2～4/6
平均30歳以下
（1977/4/1以降生まれ、
メンバー計年齢150歳以下）

2012/1/31 2013ピアノと声楽のデュオ www.cimcl.fr

第47回マルクノイキルヘン国際楽器コンクール ドイツ マルクノイキルヘン
ホルン
チューバ

5/10～5/19
ホルン30歳以下
チューバ32歳以下

2012/1/10 2013はチェロ、ヴィオラ www.markneukirchen.de

第8回《フランツ・シューベルトと現代音楽》国際コンクールオーストリア グラーツ
リート（デュオ）
ピアノトリオ
弦楽四重奏

2/8～2/16 1976/2/16以降生まれ 2015 http://schubert.kug.ac.at

２０１２年開催　国際音楽コンクール
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