
各コンクール情報は2017年1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

第15回“Van Clibrun”国際ピアノコンクール アメリカ合衆国 テキサス ピアノ 5/25～6/10 1986/6/10～1999/5/25に出生した者2016/10/13 http://www.cliburn.org/

第15回“Arthur Rubinstein”国際ピアノコンクール イスラエル テルアビブ ピアノ 4/25～5/11 18歳以上32歳以下の者 2016/10/1 2020 http://www.arims.org.il/

第50回《Michele Pittaluga》国際ギターコンクール イタリア アレッサンドリア ギター 9/25～9/30 33歳まで 2017/8/31 http://www.pittaluga.org/

第11回“Premio Paolo Borciani”国際弦楽四重奏コンクール イタリア レッジョ・エミリア 弦楽四重奏 6/4～6/11
弦楽四重奏：メンバー総年齢が128
歳以下

2017/2/3 http://www.iteatri.re.it/

第10回“Arturo Toscanini”国際指揮コンクール イタリア パルマ 指揮 10/23～10/28 1982/10/28以降に出生した者 2017/2/28 http://www.fondazionetoscanini.it/

第61回フェルチオ・ブゾーニ国際ピアノコンクール イタリア ボルツァーノ ピアノ 8/22～9/1 1986/5/31～2000/5/31 2016/5/1 http://www.concorsobusoni.it/

第11回若手ピアニストのためのウラディーミル・ホロヴィッツ記念国際ピアノコンクー
ル

ウクライナ キエフ ピアノ 4/17～4/27
1984/4/17～2001/4/17の間に出生
した者

2017/1/20 http://www.horowitzv.org/

第24回ヨハネス・ブラームス国際コンクール オーストリア ペルチャッハ
ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、声楽、ピアノ

9/2～9/10 年齢制限なし 2017/7/1 http://2016.brahmscompetition.org/?lang=en

第15回ベートーヴェン国際ピアノコンクール オーストリア ウィーン ピアノ 5/28～6/8
1985/1/1～2000/12/31に出生した
者

2016/10/15 http://www.mdw.ac.at/beethoven-competition/de

第51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 オペラ、オラトリオ 9/7～9/16
1985年以降に出生した女性歌手
1982年以降に出生した男性歌手
18歳以下は参加不可

2016/4/12 2018（オペラ,オラトリオ） http://www.ivc.nu/

第11回フランツ・リスト国際ピアノコンクール オランダ ユトレヒト ピアノ 10/8～10/21 2017/10/8時点で19歳～29歳の間の者2016/12/1 http://www.liszt.nl/

モントリオール国際音楽コンクール カナダ モントリオール ピアノ 5/2～5/12 2016/5/1時点で30歳までの者 2017/1/14 2018（声楽） https://concoursmontreal.ca/fr/

カナダ国際オルガンコンクール カナダ モントリオール オルガン 10/10～10/21 2017/10/18時点で35歳以下の者 2017/1/30 http://www.ciocm.org/

第13回ソウル国際音楽コンクール 韓国 ソウル ピアノ 3/14～3/26
1986/3/15～2000/3/14の間に出生
した者

2017/1/13 http://www.seoulcompetition.com/re/en_main.html

イサンユン国際音楽コンクール 韓国 統営 ヴァイオリン 10/28～11/5 15歳以上29歳以下の者 2017/8/12 http://www.isangyuncompetition.org/

"Giorgos Thymis"　国際ピアノコンクール ギリシャ テッサロニキ ピアノ 1/12～1/20 1984/1/12/以降出生した者 2016/12/15 2019 http://thymiscompetition.gr/

第6回トビリシ国際ピアノコンクール グルジア トビリシ ピアノ 10/1～10/11
1984/10/11～2001/10/1の間に出
生した者

2017/5/1 2019 http://www.tbilisipiano.org.ge/

第11回ヴァツラフ・フムル国際ヴァイオリン・コンクール クロアチア ザグレブ ヴァイオリン 2/10～2/17
1987/1/1～2001/1/1の間に出生し
た者

2016/12/31 2021 http://www.huml-competition.hr/

第72回ジュネーヴ国際音楽コンクール スイス ジュネーヴ 作曲 11/23～11/26 1977/5/1以降に出生した者 2017/5/4 2018（クラリネット,ピアノ） http://www.concoursgeneve.ch/

第27回クララ・ハスキル国際ピアノコンクール スイス ヴヴェイ ピアノ 8/17～8/25 1989/12/31以降に出生した者 2017/4/28 http://www.clara-haskil.ch/

シオン国際ヴァイオリンコンクール スイス シオン ヴァイオリン 8/22～8/29 1991/9/1以降に出生した者 2017/4/10 http://www.varga-sion-concours.ch/fr/presentation

スコットランド国際ピアノコンクール スコットランド グラスゴー ピアノ 9/1～9/10
1987/1/1～2001/12/31に出生した
者

2017/3/31 http://www.scottishinternationalpianocompetition.com/

第59回ハエン国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 4/20～4/28 1985/4/20以降に出生した者 2017/3/8 http://premiopiano.dipujaen.es/index-en.html

第63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 3/25～4/7 2017/1/1時点で18～30歳 2016/12/20 http://mariacanals.org/ca/

第20回“Iturbi Awards”バレンシア国際ピアノコンクール スペイン バレンシア ピアノ 9/12～9/23 31歳までの者 2017/6/15 http://www.pianoiturbi.com/

第69回プラハの春国際音楽コンクール チェコ プラハ
チェンバロ
ヴァイオリン

5/7～5/15

チェンバロ：1985/5/7以降に出生し
た者
ヴァイオリン：1987/5/7以降に出生
した者

2016/12/8
2018
（ホルン、チェロ）

http://www.festival.cz/en
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中国深圳国際ピアノコンクール 中国 深圳 ピアノ 6/11～6/23 1986/6/23以降に出生した者 2016/11/1 http://www.csipcc.com.cn/

マルクノイキルヘン国際器楽コンクール ドイツ マルクノイキルヘン ヴィオラ、コントラバス 5/4～5/13

ヴィオラ：1987/1/1以降に出生した
者
コントラバス：1985/1/1以降に出生
した者

2017/1/31 2018（フルート,ファゴット） http://www.instrumental-competition.de/index.php/en/

第66回ＡＲＤ国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
ギター、ピアノ、オーボ
エ、
ヴァイオリン

8/28～9/15 1988～2000の間に出生した者 2017/3/31 http://www.br.de/radio/br-klassik/ard-musikwettbewerb/index.html

アイオロス国際木管楽器コンクール ドイツ デュッセルドルフ
フルート、クラリネット、
サクソフォーン、

9/12～9/17 1989/1/1以降に出生した者 2017/4/30 2018（ファゴット,オーボエ,ホルン） http://www.aeoluswettbewerb.de/en/welcome.html

第6回“Henri Marteau”国際ヴァイオリンコンクール ドイツ リヒテンベルク ヴァイオリン 4/24～5/6 1992/5/5以降に出生した者 2017/1/31 http://www.violinwettbewerb-marteau.de/en/home.html

ケルン国際音楽コンクール ドイツ ケルン 声楽 11/27～12/2 2017/11/27時点で30歳までの者 2017/7/1 http://imwk.hfmt-koeln.de

“Telekom Beethoven”国際ピアノコンクール ドイツ ボン ピアノ 11/30～12/9 1985～1999の間に出生した者 2017/5/15 http://www.telekom-beethoven-competition.de/

第22回びわ湖国際フルートコンクール 日本
滋賀県
高島市

フルート 5/3～5/7 年齢制限なし 2017/2/10～2017/3/10 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1134353057118/index.html

第9回大阪国際室内楽コンクール 日本 大阪

弦楽四重奏
管楽アンサンブル（木管
五重奏、サクソフォン四
重奏、金管五重奏）

5/13～5/21
1981/5/14以降に出生した者によっ
て編成される団体

2016/10/20 http://www.jcmf.or.jp/

第9回神戸国際フルートコンクール 日本 神戸 フルート 5/24～6/4 1984/5/25以降に出生した者 2016/9/30 http://www.kobe-bunka.jp/flute/

第8回武蔵野市国際オルガンコンクール 日本 武蔵野市 オルガン 9/6～9/18 年齢制限なし 2017/1/20 http://www.musashino-culture.or.jp/iocm/index.html

第8回静岡国際オペラコンクール 日本 静岡 オペラ 11/11～11/19 1983/11/11以降に出生した者 2017/5/1 http://www.suac.ac.jp/opera/

マイケル・ヒル国際ヴァイオリンコンクール ニュージーランド オークランド ヴァイオリン 6/2～6/10 1989/6/5～1999/6/5に出生した者 2016/11/16 http://www.violincompetition.co.nz/

第5回“Top of the World”国際ピアノコンクール ノルウェー トロムソ ピアノ 6/17～6/23 1982/1/1～2000/1/1に出生した者 2017/2/15 http://topoftheworld.no/

ソニア王妃国際音楽コンクール ノルウェー オスロ 声楽 8/8～8/18 1985/1/1以降に出生した者 2017/4/1 http://qsimc.no/en

第9回トロンハイム国際室内楽コンクール ノルウェー トロンハイム 弦楽四重奏 9/26～9/30

2017/9/25時点でメンバー総年齢が
120歳以下
2017/9/25時点で16歳以上35歳未
満

2017/4/20 http://www.ticc.no/

ゲオルグ・ショルティ国際指揮者コンクール ハンガリー ブダペスト 指揮 10/2～12/16 1979/1/1以降に出生した者 2017/5/1 http://www.filharmonia.hu/

第4回“Maj Lind”国際ピアノコンクール フィンランド ヘルシンキ ピアノ 8/17～8/31 1987/1/1以降に出生した者 2017/4/24 http://www.majlindcompetition.fi/

第13回リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン 木管四重奏 4/19～4/23 1984/4/19以降に出生した者 2017/1/15 http://www.cimcl.fr/

中止 ロン＝ティボー国際音楽コンクール フランス パリ 声楽 10/21～10/27 1985/1/1以降に出生した者 2017/4/10 2018（ヴァイオリン）2019（ピアノ） http://www.long-thibaud-crespin.org/en-gb/home.html

第19回イル・ド・フランス国際音楽コンクール フランス パリ ピアノ 5/13～5/20 32歳まで
2017/4/4
（オンライン：2017/4/24）

http://www.opus-yvelines.org/

第26回エピナル国際ピアノ・コンクール フランス エピナル ピアノ 3/24～4/2 1987～2002年の間に出生した者 2017/2/15 2019 http://www.concours-international-piano-epinal.org/

第55回ブザンソン国際指揮者コンクール フランス ブザンソン 指揮 9/11～9/16
1982/9/16～2001/9/16の間に出生
した者

2017/1/20 http://www.concours-besancon.com/en/

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 チェロ 5/8～6/3
2016/12/31時点で18歳以上30歳の
者

2017/1/10 2018（声楽）2019（ヴァイオリン） http://www.cmireb.be/cgi?lg=en&pag=1677

第11回“Elena Obraztsova”若手オペラ歌手のための国際コンクール ロシア
サンクトペテルブル
ク

オペラ 9/10～9/17 2017/9/10時点で18歳～32歳の者 2017/7/1 http://www.obraztsova.org/home.html

http://imwk.hfmt-koeln.de/
http://www.concours-besancon.com/en/



