
第24回日本ピアノコンクール  出場申込書
The 24th Japan Piano Competition  Application Form

学習歴 Musical Education

現住所 Present Address
郵便番号 Postcode

Name
氏名

生年月日（西暦）
Date of Birth (YYYY/MM/DD)

TEL/ HANDY FAX

E-mail

学校名　Name of School(Official)西暦年/月  YY/MM 講師名 Teacher

その他音楽歴 other musical Background

コンクール受賞歴　Awards/Prizes won in other Competitions
コンクール名 Title of Competition(Official) 都市/国 City/Nation 受賞名 Award

/  　 ～　   /  

西暦年/月 YY/MM

/ / 

本大会を何で知りましたか？
I learn this comp... 

推薦者名（任意）
Reccommender for this comp is...

カラー写真貼付

（上半身/4cm×5cm）

ID PHOTO

（size should be 4×5cm）

コンクール出場動機をお教え下さい　What is your motivation of participation in this comp?

私は、コンクール出場に関する条件に全て同意し、出場いたします。
I agree with all condition regarding the 24th Japan Piano Competition, and enter it.

署名 Signature 日付(西暦年/月/日) Date(YY/MM/DD)

2次予選: 自由曲（曲数制限なし）演奏時間25分程度 Second Round: Freeprogram  total duration around 25 min.

在籍校、勤務先、職種等（任意）Now, I am belong to...

※事務局記入欄

24JPC

/  　 ～　   /  

/  　 ～　   /  

/ / 

/ / 

/ / 
1次予選: ①課題曲×1 ②自由曲×1  演奏時間15分程度   Preliminary Round: ①1 piece/set ②1 piece/freeprogram total duration around 15 min.

作曲者 Composer 曲名 title - 作品番号 Opus 演奏時間 Duration

ショパン Chopin エチュード(Etude) Op.＿__＿No.______①               min.

※録音日／場所（予備審査）　Date of Recording / Venue

②               min.

①               min.

②               min.

④               min.

③               min.

⑤               min.

作曲者 Composer 曲名 title - 作品番号 Opus 演奏時間 Duration

本選: 自由曲（曲数制限なし）演奏時間40分程度 Final Round: Freeprogram  total duration around 40 min.

①               min.

②               min.

④               min.

③               min.

⑤               min.

作曲者 Composer 曲名 title - 作品番号 Opus 演奏時間 Duration

【注意事項】Caution
  ①出場申込書に記入した曲目の演奏順番を申告することなく変更することはできません。You can't change the order of pieces, you've fill them out on this form.
  ②曲目変更のご希望は事前に作曲者･曲名(Oｐ)･演奏時間を連絡すること。If you'd like to change pieces, inform us with  composer, title of piece(with Op), and duration time.
  ③本大会での選曲は、著作権対象外のものに限定されます。You must chose the pieces wtihout copy right in Japan.
【個人情報の取扱】Private Policy
  個人情報は株式会社日本芸術センターで厳重に管理し本大会の開催及び関連広告以外では使用致しません。The personal information you provide will be handeled 　   
  propoerly in Ltm. Japan Art Center, and only to be for this competitioin and regarding Ads. In no case to be used or given for any other purpose without your consent.

Nationality
国籍


