
各コンクール情報は2015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

第10回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 5/15～5/26
1985/4/30～1998/4/30の間に
出生した者

http://www.dipc.ie/

第54回パガニーニ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 2/28～3/8 開催時に16歳～30歳までの者 2014/9/3 http://www.premiopaganini.it/

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 8/24～9/5 16～30歳 2014/5/31 http://www.concorsobusoni.it/en-94-1970.aspx

第66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 ピアノ 10/15～10/24 30歳まで 2015/7/20
http://www.concorsoviotti.it/home-page-concorso-
viotti.php?lang=eng&

第34回ロドルフォ・リピツァー賞ヴァイオリンコンクール イタリア ゴリツィア ヴァイオリン 9/5～9/13 1983/9/13以降に出生した者 http://www.lipizer.it/34th-rodolfo-lipizer-prize-/index.php

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 ピアノ 4/23～5/4 http://www.horowitzv.org/eng-home/

第7回メルボルン国際室内楽コンクール オーストラリア メルボルン 室内楽 7/11～7/19

三重奏は3人の合計が90歳ま
で。
四重奏は4人の合計が120歳ま
で。
35歳まで

2014/10/10 http://www.chambermusicaustralia.com.au/

第9回国際コンクール“フランツシューベルトと現代音楽” オーストリア グラーツ
リート,ピアノ三重奏
弦楽四重奏

4/2～12/2 1979/2/12以降に生まれた者 2014/5/10 http://schubert.kug.ac.at/

第22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
ヴィオラ、ヴァイオリ
ン、室内楽

9/5～9/13 http://2015.brahmscompetition.org/

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 声楽 5/25～6/5 2015/1/1時点で33歳までの者 2014/12/15
2016
（ヴァイオリン）

http://www.concoursmontreal.ca/permanent/en/index.
asp

ホーネンズ国際ピアノコンクール カナダ カルガリー ピアノ 9/3～9/11 2015/2/1 2018 http://www.honens.com/

第11回ソウル国際音楽コンクール 韓国 ソウル ヴァイオリン 3/18～3/29
1984/3/19～1998/3/18の間に
出生した者

2014/11/14 http://www.concours-international-piano-epinal.org/index.php

チェジュ国際管楽器コンクール 韓国 チェジュ
ホルン、トランペット、
テナートロンボーン

8/8～8/16 1984/1/1以降に出生した者 2015/5/29 http://jiwef.org/

イサン・ユンコンクール 韓国 トンヨン チェロ 10/31～11/8 15～29歳 2015/8/14 http://timf.org/eng/main/main.do

第70回ジュネーヴ国際音楽コンクール スイス ジュネーヴ 弦楽四重奏 5/1～11/8 1975/4/1以降に生まれた者 2015/3/31 http://www.concoursgeneve.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 8/19～8/26 http://www.sion-festival.ch/

第12回パブロ・サラサーテ国際ヴァイオリンコンクール スペイン パンプローナ ヴァイオリン 6/28～7/4 16～25歳まで 2015/1/12 http://www.sarasatelive.com/en/

サンタンデル国際ピアノコンクール スペイン サンタンデル ピアノ 7/25～8/5 1983/1/1以降に出生した者 2014/12/10 http://www.santanderpianocompetition.com/

第57回ハエン国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 4/9～4/17 http://premiopiano.dipujaen.es/index-en.html

第61回マリナ・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 3/14～3/25 2015/1/1時点で18～30歳 2014/12/20 http://www.mariacanals.org/ca/

第12回カデケス国際指揮コンクール スペイン バルセロナ 指揮 11/20～11/25 1979/11/26以降に出生した者 2015/9/8 2017 http://www.orquestradecadaques.com/en/home/

２０１5年開催　国際音楽コンクール
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第67回プラハの春国際音楽コンクール チェコ プラハ
フルート
クラリネット

5/7～5/15
30歳まで
1985/5/7以降に出生した者

2014/12/1
2016
（ピアノ、トランペット）

http://www.festival.cz/en

第7回北京国際音楽コンクール 中国 北京 チェロ、ヴァイオリン 9/9～10/31 35歳まで 2015/6/10 http://www.bjimc.cn/

ルイス・シガール国際音楽コンクール チリ ヴァイオリン 11/7～14
http://www.culturaviva.cl/2014/11/rules-and-
inscription-form-violin-mention-2015-bases-y-
formulario-de-inscripcion-mencion-violin-2015/

カール・ニールセン国際音楽コンクール デンマーク オーデンセ オルガン 5/31～6/9 35歳まで 2015/2/1

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
ヴァイオリン
コントラバス

5/7～5/16 2015/1/31
http://www.instrumental-
competition.de/index.php/en/

第64回ＡＲＤ国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
声楽、フルート、トロン
ボーン、ピアノデュオ

8/31～9/18 2015/3/31
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 ファゴット、オーボエ、サクソフォン9/15～9/20 2015/4/30
2016
（トロンボーン、トランペット、チュー
バ）

http://www.aeoluswettbewerb.de/en/welcome.html

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 9/27～10/10 16～27歳 2015/6/10 http://www.jjv-hannover.de/en

第8回フランツ・リスト国際ピアノコンクール ドイツ ワイマール ピアノ 10/20～11/1 1984/1/1以降に出生した者 2015/7/20 http://www.hfm-weimar.de/492/?L=1

ベートーヴェン国際ピアノコンクール ドイツ ボン ピアノ 12/6～12/14 1979～1993年の間に出生した者2014/5/31

第17回東京国際音楽コンクール＜指揮＞ 日本 東京 指揮 10/1～11/10 38歳まで 2015/5/1 http://conductingtokyo.org/

第9回浜松国際ピアノコンクール 日本 浜松 ピアノ 11/21～12/8 1985/1/1以降に出生した者 2015/4/15 http://www.hipic.jp/

第20回びわ湖国際フルートコンクール 日本 高島市 フルート 5/2～5/6 2015/3/10 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1134353057118/index.html

第16回大阪国際音楽コンクール 日本 大阪
ピアノ、声楽、弦楽
器、管楽器　他

2016 http://osakaimc.com/

第11回国際オーボエコンクール・軽井沢 日本 長野 オーボエ 10/3～10/12
1985/1/1～1997/12/31
の間に出生した者

2015/3/31 2018 http://oboeck.jp/

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 6/5～6/13 http://www.violincompetition.co.nz/2015-competition/

ソニア王妃国際音楽コンクール ノルウェイ オスロ 声楽 8/12～8/21 32歳まで 2015/4/1 http://qsimc.no/en

第11回シベリウス国際ヴァイオリンコンクール フィンランド ヘルシンキ ヴァイオリン 11/22～12/3 1985年以降に出生した者 2015/8/12 http://www.sibeliuscompetition.fi/?LangID=5

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 3/20～3/29 15～30歳 2015/2/15
http://www.concours-international-piano-
epinal.org/index.php

リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン 弦楽四重奏、室内楽 4/22～4/26 30歳 2015/1/31 http://www.cimcl.fr/

第54回ブサンソン国際指揮者コンクール フランス ブサンソン 指揮 9/15～9/20
1980/9/20～1999/9/20の間に
出生した者

2015/3/1 http://www.concours-besancon.com/en/

ロン＝ティボー国際音楽コンクール フランス パリ ピアノ 10/21～10/27 2014/4/30

第17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 5/4～5/10 http://www.opus-yvelines.org/

http://osakaimc.com/
http://oboeck.jp/
http://www.opus-yvelines.org/


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 ヴァイオリン 5/4～5/30
30歳まで
1985/1/15以降に出生した者

2015/1/10
2016
（ピアノ）

http://www.cmireb.be/cgi?lg=en&pag=1677

ヴィトルト・ルトスワフスキ国際チェロコンクール ポーランド ワルシャワ チェロ 2/5～2/12 1991/1/31以降に生まれた者 2014/11/15 2017 http://lutoslawski-cello.art.pl/

第17回ショパン国際ピアノコンクール ポーランド ワルシャワ ピアノ 10/2～10/23 16～30歳 2014/12/1 http://piano-competition.nifc.pl/en

Ｍ．Ｋ．チュルリョーニス国際ピアノ＆オルガンコンクール リトアニア ピアノ、オルガン 9/14～9/23

ピアノ1985/1/1以降に出生した
者
オルガン1980/1/1以降に出生
した者

2015/9/1 http://www.ipmc.lt/

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 打楽器四重奏 2/14～2/22
2015/2/14時点で
メンバー総年齢が120歳以下、
1980/2/14前に生まれた者

2014/11/25 2018 http://www.ipcl.lu/

チャイコフスキー国際コンクール ロシア モスクワ
ピアノ、ヴァイオリン、
チェロ、声楽

6/15～7/3
16～32歳まで
声楽：19～32歳まで

2015/2/1

http://www.ipcl.lu/

