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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

“Longwood Gardens”国際オルガンコンクール アメリカ合衆国 オルガン オルガン 6/18～6/22
2018/11/5時点で18歳以上30歳以
下の者

2018/11/5 2022 https://longwoodgardens.org/

第15回ハチャトリアン国際コンクール アルメニア エレバン ピアノ 6/6～6/14
2019/6/6時点で16歳以上32歳以下
の者

2019/3/20 http://khachaturian-competition.com/

第30回“Citta di Porcia”国際コンクール イタリア ポルチャ トロンボーン 11/11～11/16 30歳未満の者 http://www.musicaporcia.it/index.html

第62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
予選：2018/8/22～8/29
本選：2019/8/20～8/30

1988/1/1～2002/12/31 2018/5/1 https://www.concorsobusoni.it/

第53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 リートデュオ 11/21～11/24

歌手：1988/11/25以降に出生した
者
ピアニスト：1983/11/25以降に出生
した者

2019/2/1 http://www.ivc.nu/

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 8/26～9/1 2019/8/26時点で35歳未満の者たち 2019/3/1 https://www.banffcentre.ca/bisqc

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 5/27～6/5 1990/1/1以降に出生した者 2018/11/15 2020（ピアノ）2021(声楽） https://concoursmontreal.ca/fr/

第15回ソウル国際音楽コンクール 韓国 ソウル 声楽 3/24～3/30

1983/3/25～2001/3/24の間に出生
した男性歌手
1986/3/25～2001/3/24の間に出生
した女性歌手

2018/12/14 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
トランペット、ホルン、
テナートロンボーン、
金管五重奏

8/6～8/16 1988/1/1以降に出生した者 2019/5/31 http://jejuibc.org/english/

イサンユン国際音楽コンクール 韓国 トンヨン ピアノ 10/26～11/3 2020（ヴァイオリン） 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 1/10～1/18 1986/1/10以降出生した者 2018/12/15 2021 http://thymiscompetition.gr/

第28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 8/24～8/30 1991/12/31以降に出生した者 2019/4/10 http://www.clara-haskil.ch/

“Tibor Varga”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 8/18～8/24 1993/9/1以降に出生した者 2019/4/15 https://sion-concours.ch/homepage-concours-en/

第74回ジュネーヴ国際音楽コンクール スイス ジュネーヴ 打楽器、作曲 11/8～11/21
打楽器：1989/10/30以降に出生し
た者
作曲：：1979/5/1以降に出生した者

2019/5/2 http://www.concoursgeneve.ch/

第61回ハエン国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 4/24～5/3 1987/4/24以降に出生した者 2019/3/13 http://premiopiano.dipujaen.es/index-en.html

第65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 3/23～4/4
2019/1/1時点で17歳以上28歳以下
の者

2018/12/10 http://www.mariacanals.cat/

第49回ベオグラード国際青年音楽コンクール セルビア ベオグラード ピアノ 3/21～3/30 2019/3/21時点で35歳未満の者 2019/1/31 2020（チェロ） https://www.muzicka-omladina.org/en/home

第71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、オーボエ 5/7～5/15 1989/5/7以降に出生した者 2018/12/1 http://www.festival.cz/en

第5回香港国際ピアノコンクール 中国 香港 ピアノ 10/7～10/24 1989/10/7以降に出生した者 2019/2/28 http://chshk.brinkster.net/

第3回若い音楽家のための“Zhuhai”国際モーツァルトコンクール 中国 珠海 ピアノ、ヴァイオリン 9/10～9/22 1996年～2002年の間に出生した者 2019/4/30 http://www.zhmozart.org/en/home.asp

“Dr Luis Sigall”国際音楽コンクール チリ ビニャ・デル・マール 11/9～15 https://www.culturaviva.cl/

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
ヴァイオリン、クラリ
ネット、フルート

3/21～3/31 1989/3/21以降に出生した者 2018/10/15 http://odensesymfoni.dk/Webnodes/da/Web/Carl+Nielsen+DA/Hovedside

第10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 5/31～6/8
1989/6/8～2004/5/30の間に出生
した者

2018/12/7 https://www.mozartstadt.de/en/violincompetition

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
トロンボーン、トラン
ペット、テューバ

9/17～9/22 1991/1/1以降に出生した者 2019/4/30 http://www.aeoluswettbewerb.de/en/welcome.html

“Max Rostal”国際コンクール ドイツ ベルリン ヴァイオリン、ヴィオラ 3/24～3/31 1989/3/23以降に出生した者 2018/11/1
https://www.udk-berlin.de/universitaet/wettbewerbe/fakultaet-
musik/bundesweite-und-internationale-wettbewerbe/international-max-
rostal-competition/

“Telekom Beethoven”国際ピアノコンクール ドイツ ボン ピアノ 12/6～12/14
1986/12/15～2003/12/5の間に出
生した者

2019/5/10 2021 https://www.telekom-beethoven-competition.de/itbcb-en

第54回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 チェロ,ギター 5/9～5/18
チェロ：1989/1/1以降に出生した者
ギター：1987/1/1以降に出生した者

チェロ：2019/1/10
ギター：2019/1/31

2020（ホルン、テューバ） http://www.instrumental-competition.de/index.php/en/

第68回ＡＲＤ国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
クラリネット、チェロ、
ファゴット、打楽器

9/2～9/20 1990～2002の間に出生した者 2019/3/31 http://www.br.de/ard-musikwettbewerb/teilnahmebedingungen/index.html
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第8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（ピアノ三重
奏、弦楽三重奏、ピア
ノ四重奏、弦楽四重
奏）

3/31～4/7
1979/4/1以降に出生した者で、
2019/4/1時点でメンバーの平均年
齢が32歳以下

2019/1/12
https://www.hfm-weimar.de/de/international-joseph-joachim-chamber-
music-competition/

第7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 5/25～6/30 1991/1/1以降に出生した者 2018/11/14 2022 http://simc.jp/simc/top/

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 5/31～6/8 1991/6/5～2001/6/5に出生した者 2018/11/15 http://www.violincompetition.co.nz/

ソニア王妃国際音楽コンクール ノルウェー オスロ 声楽 8/13～8/23 1987/1/1以降に出生した者 2019/4/1 2021 https://qsimc.no/en

第6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 6/15～6/21 1984/1/1～2001/2/1に出生した者 2019/2/15 2021 http://topoftheworld.no/

第10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 ピアノ三重奏 9/26～9/30
2019/9/23時点で16歳以上35歳未
満の者で、メンバー総年齢が90歳
以下

2019/4/20 http://www.ticc.no/

第8回“Mirjam Helin”国際ピアノコンクール フィンランド ヘルシンキ ピアノ 5/20～5/29
1989年以降に出生した女性歌手
1987年以降に出生した男性歌手

2018/12/31 https://mirjamhelin.fi/

第27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 3/22～3/31 1989～2004年の間に出生した者 2019/2/15 2021 http://www.concours-international-piano-epinal.org/

ロン＝ティボー国際音楽コンクール フランス パリ ピアノ 11/7～11/16 1989/1/1以降に出生した者 2019/3/17 2020（声楽）2021（ヴァイオリン） http://www.long-thibaud-crespin.org/concours.html

第56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 9/16～9/21 1984～2001年の間に出生した者 2019/1/18 https://www.festival-besancon.com/concours-2019/

第15回リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン デュオ（声楽とピアノ） 4/23～4/27 1986/4/23以降に出生した者 2019/1/15 2020 http://www.cimcl.fr/

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 4/29～5/25
1988/12/31～2001/1/1に出生した
者

2018/12/5 2020（ピアノ）2021（チェロ） http://cmireb.be/cgi?lg=en

第11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 11/10～11/24 1987年～2003年に出生した者 2019/4/20 2022 http://konkurspaderewskiego.pl/en/

第8回“M.K.Ciurlionis”国際ピアノ＆オルガンコンクール リトアニア ヴィリニュス ピアノ、オルガン 11/9～11/17
ピアノ1989/1/1以降に出生した者
オルガン1984/1/1以降に出生した
者

2019/9/6 2023 http://ciurlionis.link/lt/b/piano/a/prizes

第16回チャイコフスキー国際コンクール ロシア
モスクワ、サンクト
ペテルブルグ

ピアノ、ヴァイオリン、
チェロ、声楽、木管楽
器（フルート、オーボ
エ、クラリネット、ファ
ゴット）、金管楽器（ホ
ルン、トランペット、トロ
ンボーン、テューバ）

6/17～6/29
2019/6/17時点で
楽器：16以上32歳以下の者
声楽：19以上32歳以下の者

2019/2/1 http://tchaikovskycompetition.com/en/
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