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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

“The Gurwitz”国際ピアノコンクール アメリカ合衆国 テキサス ピアノ 1/26～2/2
2020/1/26時点で18歳以上30歳以
下の者

2019/7/15 https://longwoodgardens.org/

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 7/26～8/9
2020/8/8時点で18歳以上32歳以
下の者

2019/12/17 https://www.clevelandpiano.org/

第16回ハチャトリアン国際コンクール アルメニア エレバン ヴァイオリン 6/6～6/13
2020/6/6時点で16歳以上32歳以
下の者

2020/3/20 http://khachaturian-competition.com/

“RNCM James Mottram”国際ピアノコンクール イギリス マンチェスター ピアノ 11/23～11/28

第16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 5/5～5/21 18歳以上32歳以下の者 2019/10/1 http://www.arims.org.il/

第12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 6/7～6/14
弦楽四重奏：メンバー総年齢が128
歳以下、且つメンバー個人の年齢
が2020/6/6時点で35歳以下の者

2020/1/31 http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=4048

第70回“Gian Battista Viotti”国際音楽コンクール イタリア ヴェルチェッリ オペラ 10/9～10/20 https://www.concorsoviotti.it/en/about_us_home/

第11回“Arturo Toscanini”国際指揮コンクール イタリア パルマ 指揮 4/25～6/6
18歳～35歳以下の者（35歳は
1985/1/1以降に出生した者に限
る）

2020/2/10 https://www.concorsotoscanini.it/en/

“Citta di Porcia”国際コンクール イタリア ポルチャ

第12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 4/20～4/30
1987/4/20～2004/4/20の間に出
生した者

2020/2/1 http://www.horowitzv.org/

第12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 7/8～7/25
1987/7/26～2002/7/8の間に出生
した者

2019/12/16 https://thesydney.com.au/2020-competition/

第14回モーツァルト国際音楽コンクール オーストリア ザルツブルグ
ヴァイオリン、ピアノ、
ホルン

2/1～2/5（ヴァイオリン）
2/5～2/11（ピアノ）
2/11～2/15（ホルン）

1988/1/1以降に出生した者 2019/9/10 2021（弦楽四重奏、声楽） http://www.uni-mozarteum.at/de/kunst/mowe/

第16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 5/4～5/14
1988/1/1～2000/12/31に出生した
者

2019/10/15 https://beethoven-comp.at/

第12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 3/16～3/28
2020/3/17時点で20歳～29歳の間
の者

2019/5/1 https://www.liszt.nl/

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 11/13～11/22 2020/11/13時点で30歳以下の者 2020/5/1 http://www.tromppercussion.nl/home

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 5/3～5/14 1990/1/1以降に出生した者 2019/11/15 2021(声楽）2022（ヴァイオリン） https://concoursmontreal.ca/fr/

第15回チェジュ国際管楽器コンクール 韓国 チェジュ
ユーフォニアム、バス
トロンボーン、テュー
バ、パーカッション

8/6～8/16 http://jejuibc.org/english/

第75回ジュネーヴ国際音楽コンクール スイス ジュネーヴ チェロ、オーボエ 10/23～11/5
チェロ：1990/11/5以降に出生した
者
オーボエ：

2020/4/30 http://www.concoursgeneve.ch/

ヴィルヘルム・ステーンマル国際音楽コンクール スウェーデン ノーショーピング 声楽 6/2～6/10 1985/1/1以降に出生した者 2020/2/15 http://www.stenhammarcompetition.se/

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 9/1～9/12
1991/1/1～2004/12/31に出生した
者

2020/3/31 http://www.scottishinternationalpianocompetition.com/

第66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 3/21～4/1
2020/1/1時点で17歳以上28歳以
下の者

2019/12/10 http://www.mariacanals.cat/

第62回ハエン国際ピアノコンクール スペイン ハエン ピアノ 4/16～4/25 1988/4/16以降に出生した者 2020/3/4 http://premiopiano.dipujaen.es/index-en.html

第50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 チェロ 3/21～3/30 2020/3/21時点で35歳以下の者 2020/2/15 https://www.muzicka-omladina.org/en/home

２０２０年開催　国際音楽コンクール
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第72回プラハの春国際音楽コンクール チェコ プラハ クラリネット、ファゴット 5/7～5/15 1990/5/7以降に出生した者 2019/12/3 http://www.festival.cz/en

“The Alice and Eleonore Schoenfeld”国際弦楽コンクール 中国 ハルビン市

ヴァイオリン、チェロ、
室内楽（弦楽四重奏、
ピアノ三重奏、ピアノ
四重奏）

7/15～7/29
ヴァイオリン、チェロ：2020/7/15時
点で32歳以下の者
室内楽：17歳～35歳

2020/4/15 http://schoenfeldcompetition.com/

第5回中国深圳国際ピアノコンクール 中国 深圳 ピアノ 11/1～11/13 http://www.csipcc.com.cn/

第7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 4/26～5/9 1995/5/8以降に出生した者 2020/1/31
https://www.violinwettbewerb-marteau.de/en/competition-2020/competition-
2020.html

第22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

7/13～7/25
1987/7/25以降に出生した16歳以
上の者

2020/2/25 http://www.bachwettbewerbleipzig.de/de/bach-wettbewerb

第55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 ホルン、テューバ 5/7～5/16

ホルン：1990/1/1以降に出生した
者
テューバ：1988/1/1以降に出生した
者

ホルン：2020/1/10
テューバ：2020/1/31

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

第69回ＡＲＤ国際音楽コンクール ドイツ ミュンヘン
ピアノ、フルート、トロ
ンボーン、弦楽四重奏

9/2～9/20

ピアノ、フルート、トロンボーン：1991
～2003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、且つメンバー個人の年齢
が17歳～35歳以下の者

2019/3/31 http://www.br.de/ard-musikwettbewerb/teilnahmebedingungen/index.html

第14回シューベルト国際ピアノコンクール ドイツ ドルトムント ピアノ 9/21～9/30 1987/9/21以降に出生した者 2020/5/17 https://schubert-wettbewerb.de/en/home/

ケルン国際音楽コンクール ドイツ ケルン 声楽 9/28～10/3 2020/9/28時点で30歳以下の者 2020/5/15 https://imwk.hfmt-koeln.de/en.html

“Istanbul Orchestra’ Sion”国際ピアノコンクール トルコ イスタンブール ピアノ 3/7～3/14 1980/1/1以降に出生した者 2019/10/31 https://www.nds.k12.tr/-Presentation-388-

第10回大阪国際室内楽コンクール 日本 大阪
弦楽四重奏
ピアノ三重奏
ピアノ四重奏

5/15～5/22
 35歳以下の演奏家によるアンサン
ブル

2019/10/10 http://www.jcmf.or.jp/

第21回アストリッド女王国際音楽コンクール ノルウェー トロンハイム ヴァイオリン 10/12～10/15 30歳以下の者 http://tso.no/competition

第12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 1990年以降に出生した者 2020/9/15 http://www.sibeliuscompetition.fi/?LangID=5

第14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 4/16～4/26 1984/1/1以降に出生した者 2019/12/2 https://www.oci-piano.com/en/

第16回リヨン国際室内楽コンクール フランス リヨン
デュオ（ヴァイオリンと
ピアノ）

4/28～5/3 1990/4/27以降に出生した者 2020/1/15 http://www.cimcl.fr/

“Grand Prix de Chartres”国際オルガンコンクール フランス シャルトル オルガン 8/28～9/6 https://www.orgues-chartres.org/?lang=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 ピアノ 5/4～5/30
1989/12/31～2002/1/1に出生した
者

2019/12/4
2021（チェロ）2022（声楽）
2023（ヴァイオリン）

http://cmireb.be/cgi?lg=en

第14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 1/21～2/1 30歳未満の者 2019/8/2
https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/About/What-we-do/Arts-&-
culture/Unisa-Music-Foundation/Competitions/Unisa-International-Piano-
Competition-2020

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

8/29～9/20 1987/8/1以降に出生した者 2020/4/15 http://festivalenescu.ro/
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