
メサイア　過去のソリスト一覧
回数 年 日時と会場 指揮者 ソプラノ アルト テノール バス

1 1951 12/18　日比谷公会堂 金子　登 浅野千鶴子 四家　文子 城多又兵衛 矢田部勁吉
2 1952 12/20　日比谷公会堂 渡辺　暁雄 平原寿恵子 林　路子 酒井　弘 秋元　清一
3 1953 12/23　日比谷公会堂 渡辺　暁雄 毛利　順子 中村　浩子 柴田　睦陸 畑中　良輔

4 1954
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

山田　和男 牧　三都子 水野　和子 石井　昭彦 大橋　国一

5 1955
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

渡辺　暁雄 弓削　睦子 三輪　洋子 河原地近思 栗林　義信

6 1956
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

金子　登 松本　弘子 太田　宏子 河原地近思 栗林　義信

7 1957
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

金子　登 橘田恵美子 庭田　紀子 有村　祐輔 箕輪　久夫

8 1958
12/20　日比谷公会堂
12/22　神奈川県立音楽堂

山田　和男 加藤　綾子 成田絵智子 鈴木　寛一 三池　三郎

9 1959
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

金子　登 三觜　晶子 佐藤　澄子 大槻　秀元 原田　茂生

10 1960
12/20　日比谷公会堂
12/21　神奈川県立音楽堂

渡辺　暁雄 関　種子 戸田　敏子 柴田　睦陸 中山　悌一

11 1961
12/20　厚生年金会館
12/21　神奈川県立音楽堂

金子　登 窪田江美子 田中　道子 板橋　勝 平野　忠彦

12 1962
12/19　東京文化会館
12/20　神奈川県立音楽堂

渡辺　暁雄 小津ますみ 高島　和枝 田原祥一郎 持田　篤

13 1963
12/18　日比谷公会堂
12/19　東京文化会館

エーリヒ・ベルケ 貴島　百子 矢野　恵子 鈴木　仁 高橋　修一

14 1964
12/18　日比谷公会堂
12/19　東京文化会館

ニコラ・ルッチ 竹林　澄代 辛島　節子 稲田　浩 工藤　博

15 1965
12/18　日比谷公会堂
12/19　東京文化会館

金子　登 林　康子 三輪　敦子 江口　正之 移川　澄也

16 1966
12/18　日比谷公会堂
12/19　東京文化会館

フリッツ・マーラー 大川　隆子 伊原　直子 長谷川　敏 野沢　武

17 1967
12/17　東京文化会館
12/18　日比谷公会堂

金子　登 林　康子 高橋　恵 入江　進 工藤　博

18 1968
12/14　日比谷公会堂
12/15　東京文化会館

ワルター・ダイレ 斉藤　昌子 戸嶋　由美 宮崎　義昭 岩阪　憲和

19 1969
12/13　愛知文化講堂
12/21　東京文化会館
12/22　文京公会堂

金子　登 丸山恵美子 中村　妙 若本　明志 斎　求

20 1970 12/14、15　日比谷公会堂 エルビン・ボルン 牧野美紀子 橋本多美子 保坂　博光 貴堂　義晴

21 1971
12/18　日比谷公会堂
12/19　東京文化会館

山田　一雄 斉藤　昌子 梶井　裕子 吉田　征夫 山本　隆則

22 1972
12/16　日比谷公会堂
12/17　東京文化会館

金子　登 三島　洋子 中沢　房子 山路　芳久 池田　直樹

23 1973
12/16　東京文化会館
12/18　文京公会堂

金子　登 渡辺　幸枝 宍戸まゆ美 佐々木正利 渡部　成哉

24 1974
12/15　東京文化会館
12/16　日比谷公会堂

ハンス・シュヴィーガー 衛藤　智子 天田美佐子 小林　修 山村　民也

25 1975
12/16　日比谷公会堂
12/17　東京文化会館

金子　登 石月　美栄 町村ひろ子 田村　茂 水野　賢司

26 1976 12/16　東京文化会館 金子　登 渡辺　恵子 天田美佐子 市原　太郎 黒崎錬太郎
27 1977 12/19　東京文化会館 エルビン・ボルン 柳下　裕子 町村ひろ子 石井　健三 野田　廣志
28 1978 12/11、12　東京カテドラル大聖堂 金子　登 今関　智子 浜田るり子 横山　和彦 山田　健
29 1979 12/15　東京文化会館 マルティン・メルツァー 平松　英子 市川　澄子 永田　峰雄 戸山　俊樹
30 1980 12/17　東京文化会館 マルティン・メルツァー 大塚　由乙 山岸美保子 関根　宣義 渡辺　隆一
31 1981 12/14　東京文化会館 カール・ビュンテ 佐竹　由美 河野　典子 山内　廣文 河野　克典
32 1982 12/20　東京文化会館 マルティン・メルツァー 伊古田弥子 岡田理恵子 枝川　一也 小島　聖史
33 1983 12/19　東京文化会館 渡辺　暁雄 大川　敦子 西川　裕子 若井　健司 今村　雅彦
34 1984 12/24　東京文化会館 ヴィクター・フェルドブリル 岩切　美夏 池田ひろみ 市川　和彦 村澤　健一
35 1985 12/18　東京文化会館 佐藤　功太郎 正木　裕子 岩本　喜子 中村　弘人 佐野　正一
36 1986 12/16　日比谷公会堂 小林　道夫 阿部　葉子 栗林　朋子 成田　英文 野本　立人
37 1987 12/15　東京文化会館 小林　道夫 天羽　明恵 芝江勢津子 久住庄一郎 鴨川　太郎
38 1988 12/19　東京文化会館 外山　雄三 森野　由み 小川　明子 平田　孝二 清水　宏樹
39 1989 12/19　東京文化会館 松尾　葉子 瀬戸理恵子 土田　百合 草原　哲広 青戸　知



40 1990 12/19　東京文化会館 フランシス・トラヴィス 宮原　恵里 小田　香織 二階谷洋介 小原　浄二

41 1991 12/19　東京文化会館 フランシス・トラヴィス
松山　正子
増田のり子

小川　明子 大西　孝徳 成田　眞

42 1992 12/11　東京文化会館 大町　陽一郎 増田　朋子 手嶋眞佐子 湯川　晃 谷　淳三

43 1993 12/14　東京文化会館 佐藤　功太郎 亀井真由美 佐々木香保里
小林　大作
高野　二郎

成田　眞

44 1994 12/15　東京文化会館 フランシス・トラヴィス 大塚　真弓 鳴海真希子 馬場　崇 宮本　益光

45 1995 12/14　東京文化会館 ヴォルフディーター・マウラー
岡田　綾子
北村さおり

増田　弥生 中原　雅彦 吉原　輝

46 1996 12/11　東京文化会館 佐藤　功太郎 宮部　小牧 熊井　千春 望月　哲也 初鹿野　剛

47 1997 12/11　東京文化会館 パヴレ・デシュパイ 野中百合子 中村　順子
飯塚　靖夫
寺尾　貴裕

青山　貴

48 1998 12/8　東京国際フォーラム 大町　陽一郎 馬原　裕子 前田　美樹 大川　信之 松平　敬
49 1999 12/15　東京文化会館 ジェームス・ロックハート 早坂　佳子 在田　恭子 鈴木　准 原田　圭

50 2000
12/13　群馬音楽センター
12/14　東京文化会館

小泉　ひろし
永崎　京子
星川美保子

足立　志穂
増田　弥生

土崎　譲
鈴木　准

初鹿野　剛
青山　貴

51 2001 12/12　東京文化会館 小泉　ひろし 橋本　明希
上杉　清仁
（カウンターテ
ナー）

藤木　大地 藪内　俊弥

52 2002 12/11　東京文化会館 鈴木　雅明 臼木　あい
山下　牧子
上杉　清仁（ｶｳﾝ
ﾀｰﾃﾅｰ）

安保　克則 佐々木直樹

53 2003 12/17　東京文化会館 佐藤　功太郎 辻　由美 小野　美咲
布施　雅也
神林　紘一
中嶋　克彦

金沢　平

54 2004 12/8　東京文化会館 小泉　ひろし 江田　雅子 坂上賀奈子 中嶋　克彦 松原　友

55 2005 12/22　東京文化会館 高関　健
松井　亜希
岸　七美子

早川　朋子 吉原　教夫 高橋　洋介

56 2006 12/12　東京文化会館 高関　健 松原　典子 相田　麻純 西岡　慎介
駒田　敏章
岡　昭宏

57 2007 12/12　東京文化会館 小泉　ひろし 松井　亜希
布施奈緒子
谷地畝晶子

藤井　雄介 原田　勇雅

58 2008 12/18　東京文化会館 小泉　ひろし 小林　沙羅 宮内　朋子 伊藤　達人 加耒　徹
59 2009 12/22　東京文化会館 小泉　ひろし 谷垣　千沙 加藤のぞみ 市川　浩平 今井　俊輔
60 2010 12/24　東京文化会館 小泉　ひろし 村元　彩夏 松井　彩乃 濱松　孝行 杉浦　隆大

61 2011 12/21　東京文化会館 大塚　直哉 藤井　冴 村松　稔之
村元　恒徳
金山　京介

井口　達
池内　響

62 2012 12/21　東京文化会館 大塚　直哉 渡邊万里奈 秋本　悠希 黄木　透 山本　悠尋
63 2013 12/20　東京文化会館 高関　健 松原みなみ 平山　莉奈 宮下　大器 堺　裕馬
64 2014 12/26　東京文化会館 高関　健 朝倉　春菜 山下　裕賀 松原　陸 竹内　利樹
65 2015 12/24　東京文化会館 山下　一史 竹田　舞音 小野　綾香 澤原　行正 青木　海斗
66 2016 12/22　東京文化会館 ドミニク・ウィーラー 佐々木美歌 中山　茉莉 川上　晴央 黒田　祐貴
67 2017 12/21　東京文化会館 垣内　悠希 横山　和美 野間　愛 須澤　尊臣 栗原　峻希

68 2018 12/20　東京文化会館 高関　健 吉澤　淳
五十嵐彩香
横瀨まりの

西山　詩苑
寺島　弘城

小池　優介
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