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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

クリーブランド国際ピアノコンクール アメリカ合衆国 クリーブランド ピアノ 7/25～8/7 18歳以上30歳未満の者 2015/12/1 2019 https://www.clevelandpiano.org/

第15回国際室内楽コンクール イタリア ピネローロ 室内楽 2/29～3/6
2016/3/1時点でメンバーの平均
年齢が33歳以下

2015/2/1 http://concorsomdcpinerolo.it/

第49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、作曲 9/26～10/1
ギター：33歳まで
作曲：年齢制限なし

2016/8/31 http://www.pittaluga.org/

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 4/25～5/5
1997/5～2002/5の間に出生した
者

2016/2/10 http://www.horowitzv.org/eng-home/

第11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 7/6～7/23
1983/7/24～1998/7/6の間に出
生した者

2015/12/1 2020 http://www.sydneypianocompetition.com.au/

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
ヴァイオリン、ヴィオ
ラ、チェロ、声楽、室内
楽

9/3～9/11 http://2015.brahmscompetition.org/

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、
リートデュオ

9/8～9/17

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
リートデュオのピアニストは1979
年以降に出生した者
18歳以下は参加不可

2016/4/15 http://www.ivc.nu/

トロンプ国際コンクール オランダ アイントホーフェン パーカッション 11/17～11/27 30歳まで 2016/5/1 http://www.tromppercussion.nl/home 2016/4/5に詳細発表

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 ヴァイオリン 5/22～6/2 2016/1/1時点で29歳までの者 2016/1/25 2017（ピアノ） https://concoursmontreal.ca/fr/

第12回バンフ国際弦楽四重奏コンクール カナダ バンフ 弦楽四重奏 8/29～9/4 2016/9/4時点で35歳までの者たち2016/3/1 https://www.banffcentre.ca/bisqc

第12回ソウル国際音楽コンクール 韓国 ソウル 声楽 3/19～3/26

1980/3/20～1998/3/19の間に出
生した男性歌手
1983/3/20～1998/3/19の間に出
生した女性歌手

2015/11/27 http://www.seoulcompetition.com/re/en_main.html

チェジュ国際管楽器コンクール 韓国 チェジュ
バストロンボーン、
ユーフォニアム、
テューバ、打楽器

8/8～8/16 1985/1/1以降に出生した者 2016/5/31 http://jiwef.org/

イサン・ユンコンクール 韓国 トンヨン ピアノ 10/29～11/6 15～29歳 2016/8/13 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、声楽 11/18～12/5

声楽：1984/10/30以降に出生した
者
弦楽四重奏：メンバー総年齢が
120歳以下、
1981/10/30以降に出生した者

2016/5/2 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 8/19～9/4 http://www.sion-festival.ch/

ヴィルヘルム・ステーンマル国際声楽コンクール スウェーデン ノーショーピング 声楽 6/8～6/16

1981/6/1以降に出生した男性歌
手
1983/6/1以降に出生した女性歌
手

2016/2/15 2018 http://www.stenhammarcompetition.se/

第58回ハエン国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 3/31～4/8 1984/3/31以降に出生した者 2016/2/23 http://premiopiano.dipujaen.es/index-en.html

第62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 3/5～3/18 2016/1/1時点で18～30歳 2015/12/20 http://www.mariacanals.org/ca/

第68回プラハの春国際音楽コンクール チェコ プラハ
ピアノ
トランペット

5/7～5/15
30歳まで
1986/5/7以降に出生した者

2015/12/1
2017
（ハープ、バイオリン）

http://www.festival.cz/en

アモイ国際ピアノコンクール 中国 厦門 ピアノ 10月1日

第43回国際音楽コンクール チリ ビニャ・デル・マール チェロ 11/5～11/11 32歳まで 2016/7/18 http://www.culturaviva.cl/

第10回カール・ニールセン国際音楽コンクール デンマーク オーデンセ バイオリン 4/17～4/23 1986/4/17以降に出生した者 2015/11/1
http://odensesymfoni.dk/Webnodes/da/Web/Carl+Niels
en+DA/Hovedside

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 ホルン、チューバ 5/19～5/28
ホルン：1986以降に出生した者
チューバ：1984以降に出生した者

ホルン：2016/1/10
チューバ：2016/1/31

http://www.instrumental-competition.de/index.php/en/

第65回ＡＲＤ国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
コントラバス、ホルン、
ハープ、弦楽四重奏

8/29～9/16

コントラバス、ホルン、ハープ：
1987～1999の間に出生した者
弦楽四重奏：メンバー総年齢が
120歳以下、17歳以上35歳未満

2016/3/31
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
トロンバーン、
トランペット、チューバ

9/13～9/18 1988/1/1以降に出生した者 2016/4/30
201７
（フルート、サクソフォン、クラリネッ
ト）

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

第7回ヨーゼフ・ヨアヒム国際室内楽コンクール ドイツ ワイマール 室内楽 4/1～4/8
2016/4/2時点でメンバーの平均
年齢が32歳以下

2015/11/9
https://www.hfm-weimar.de/de/international-joseph-
joachim-chamber-music-competition/

第9回レオポルド・モーツァルト国際ヴァイオリンコンクール ドイツ アウスブルク ヴァイオリン 5/3～5/14
1986/5/13～2001/5/3の間に出
生した者

2015/12/7 http://www.leopold-mozart-competition.de/de

第17回ロベルト・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 6/9～6/19
ピアノ：1986年以降に出生した者
声楽：1984年以降に出生した者

2016/2/15 2020 http://www.schumannzwickau.de/

第20回ヨハン・セバスチャン・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

7/6～7/16 16歳以上33歳以下の者 2016/3/5
http://www.bachwettbewerbleipzig.de/de/bach-
wettbewerb/bach-wettbewerb-2016-1

第21回びわ湖国際フルートコンクール 日本 高島市 フルート 5/1～5/5 年齢制限なし 2016/2/10～2015/3/10 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1134353057118/index.html

第6回仙台国際音楽コンクール 日本 仙台 ヴァイオリン、ピアノ 5/21～6/26 1988/1/1以降に出生した者 2015/11/16 2019 http://simc.jp/simc/top/

ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール in 八王子 日本 八王子市 チェロ 11/22～12/1 http://www.cassado-cello.jp/

フランツ・リスト国際ピアノコンクール ハンガリー ブダペスト ピアノ 9/2～9/11 32歳まで 2016/5/1 2019 http://zeneiversenyek.hu/en

第12回リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン チェロとピアノのデュオ 4/19～4/24 1983/4/18以降に出生した者 2016/1/15 http://www.cimcl.fr/

ロン＝ティボー国際音楽コンクール フランス パリ 声楽 2017（ヴァイオリン）2018（ピアノ） http://www.long-thibaud-crespin.org/en-gb/home.html

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 5/29～6/4 32歳まで 2016/4/24 http://www.opus-yvelines.org/

第12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 2/18～2/28 42歳まで 2015/12/10 2018 http://www.oci-piano.com/fr/

第8回ボルドー国際弦楽四重奏コンクール フランス ボルドー 弦楽四重奏 5/2～5/8
1975/5/1以降に出生しており、
2016/5/1時点でメンバーの平均
年齢が33歳以下

2016/2/28 2019 http://quatuorabordeaux.com/

シャルトル国際オルガンコンクール フランス シャルトル オルガン 8/30～9/9 2016/4/30

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 ピアノ 5/2～5/28
18歳以上30歳まで
1985/12/31以降に出生した者

2016/1/10 2017（チェロ）2018（声楽） http://www.cmireb.be/cgi?lg=en&pag=1677

第15回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール ポーランド ポズナン ヴァイオリン 10/8～10/23 1986年～2000年に出生した者 2015/12/31 2021 http://www.wieniawski.pl/

第10回パデレフスキ国際ピアノコンクール ポーランド ブィドゴシュチュ ピアノ 11/6～11/20 1984年～2000年に出生した者 2016/5/15 http://konkurspaderewskiego.pl/en/

第13回ＵＮＩＳＡ国際ピアノコンクール 南アフリカ プレトリア ピアノ 1/25～2/6 30歳まで 2015/9/19 2017
http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&
ContentID=98080

ルグランドオペラ賞国際コンクール ルーマニア ブカレスト 声楽（オペラ） 8/17～8/20
18歳～33歳までの女性歌手
18歳～34歳までの男性歌手

2016/5/20
http://www.operanb.ro/en/evenimente-
speciale/concurs/editia2016

ジョルジェ・エネスク国際音楽コンクール ルーマニア ブカレスト
ピアノ、ヴァイオリン、
チェロ、作曲

9/3～9/25 1983/8/1以降に出生した者 2016/6/1 http://festivalenescu.ro/
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