付属音楽教室学内演奏会

29. ピアノ 伊達千紘 小１ ソナチネ Anh.5-1 ト長調 第 1 楽章 ベートーヴェン

2019 年１１月１６日（土）１１：００開演（１０：３０開場）（１６：５０終演予定）

30. ピアノ 薫田柚希 小３ ワルツ・エチュード ギロック

池袋キャンパス 東京音楽大学Ａ館１００周年記念ホール 入場無料

31. ヴァイオリン 宗安隼十煌 小３ 協奏曲 第２３番 ト長調 第１楽章 ヴィオッティ
32. ピアノ 池田遥 小５ 〈2 つのアラベスク〉より 第 1 番 ホ長調 ドビュッシー
33. ヴァイオリン 宗安咲龍 小５ 協奏曲 9 番 イ短調 Op.104 第 1 楽章 ベリオ
34. ピアノ 野澤埜吾 小６ 抒情小品集より〈トロルドハウゲンの婚礼の日〉 Op.65-6 グリーグ

1.

ピアノ 木下結理子 年中 泉のほとり ハ長調 エステン

35. ヴァイオリン 角野泰佑 小２ ホーム・スイート・ホーム H.ファーマー

2.

ピアノ 堤優子 年中 エチュード, シュッテ, ぶとう会, グルリット

36. 連弾 池田遥, 菅谷凛 小 5, 小 6 スペイン舞曲 第 3 番 イ長調 Op.12-3 モシュコフスキ

4.

ヴァイオリン 中村凛香 年長 コンチェルト No.２ 第３楽章 ザイツ

37. ピアノ 櫻井麗良 中１ 〈ロマンチィックなワルツ〉 ドビュッシー

5.

ピアノ 室越博登 年長 もくばのへいたいさん, フランスのうた, ちょうちょう, スペインのうた

38. ピアノ 西貝彩花 中２ ソナチネ 第 1 楽章, 第 3 楽章 ラヴェル

6.

ピアノ 劉佑希 小１ 〈すなおな心〉 Op.100-1, 〈アラベスク〉Op.100-2 ブルグミュラー

39. ヴァイオリン 水上怜佳 中２ バレエの情景 イ短調 Op.100 ベリオ

7.

ヴァイオリン 黒田美貴 小１ 協奏曲 第 2 番 ト長調 Op.13 第 1 楽章 ザイツ

40. ピアノ 水坂心音 中２ L.71 へ短調 ドビュッシー

8.

ピアノ 林陽向 小２ 小組曲〈大宮殿 №2 ヘ長調 ギロック

41. ピアノ 林結以花 中２ 平均律クラヴィーア曲集第 1 巻 第 5 番 前奏曲とフーガ BWV850 ニ長調,

10. ヴァイオリン 堤康明 小３ 協奏曲 第 23 番 ト長調 第 3 楽章 ヴィオッティ

J.S.バッハ,

ソナタ 第 10 番 Op.14-2 ト長調 第 1 楽章 ベートーヴェン

11. ヴァイオリン 西川祥徳 小４ 協奏曲 第 22 番 イ短調 第 3 楽章 ヴィオッティ

42. ピアノ 夏野桃子 中３ ソナチネ第 1 楽章 ラヴェル

12. ピアノ 長谷川奏葉 小４ ソナチネ Op.13-1 第 1 楽章, 第 3 楽章 カバレフスキー

43. ピアノ 谷伯姝 中３ ラプソディーOp.79-2 ト短調 ブラームス

13. ピアノ 菊池香羽 小４ 即興曲 Op.90-2 シューベルト
14. ピアノ 神山うらら 小５ シンフォニア ロ短調 BWV801 J.S.バッハ

♬♬ 休憩 ♬♬

15. ピアノ 舟木碧 小５ 〈樅の木〉 Op.75-5 シベリウス
16. ピアノ 千葉レイ 小５ 〈亜麻色の髪の乙女〉 変ト長調, ショパン, ワルツ 第 14 番 ホ短調 ドビュッシー,

44. ピアノ 咲本真里奈 中３ スケルツォ 2 番 Op.3 1 変ロ短調 ショパン

17. ヴァイオリン 橋本智仁 小５ 協奏曲 第 1 番 ト短調 Op.26 第 3 楽章 ブルッフ

45. ピアノ 髙木桜子 中３ 平均律クラヴィーア曲集 第１巻 第 6 番 BWV851 二短調,

18. チェロ 藤田文護 小５ 協奏曲 第 4 番 ト長調 Op.65 第 3 楽章 ゴルターマン

J.S.バッハ

エチュード 変イ長調 Op.25-1, ショパン, ソナタヘ長調 K.332 第 1 楽章, W.A.モーツァルト
46. ピアノ 露木はな 中３ ソナタ Op.13 ハ短調 第 3 楽章 ベートーヴェン
47. ピアノ 川本千広 中３ アレグロアパッショナート Op.70 サン＝サーンス

♬♬ 休憩 ♬♬

48. ピアノ 本田早百合 中３ コンサート・アレグロ グラナドス
19. ピアノ 新津珀空 小６ ソナタ K.545 ハ長調 W.A.モーツァルト

49. ピアノ 田原沙恵 中３ ソナタ Op.31-2 ニ短調 第 3 楽章 ベートーヴェン

20. ピアノ 今村颯太 小６ ソナタ 5 番 Op.10-1 ハ短調 第１楽章 ベートーヴェン

50. ピアノ 小林佑菜 中３ 練習曲 60 番 第 18 番, 即興曲 №2 Op.31 クラマー＝ビューロー, フォーレ

21. ピアノ 松田千尋 小６ 〈２つのアラベスク〉より 第１番 ドビュッシー

51. ピアノ 庭野汐音 高３ 平均律クラヴィーア曲集 第１巻 第 3 番 BWV848 嬰ハ長調,

22. ピアノ 髙木星良 小６ ロンドカプリチョーソ Op.14 ホ長調 メンデルスゾーン

J.S.バッハ

ソナタ第 17 番〈テンペスト〉第 3 楽章 Op.31-2, ベートーヴェン

23. ピアノ 栗山柚希 小６ 抒情小作品より Op.12-1, LittleBird Op.43-4 グリーグ

52. ピアノ 望月わか菜 高３ ソナタ K.9（L.413）, スカルラッティ, ソナタ Hob.ⅩⅥ41 変ロ長調 第 1 楽章, ハイドン

24. ピアノ 大貫真里緒 小６ K.545 ハ長調 第 1 楽章 W.A.モーツァルト

53. 連弾 中原天花, 佐藤 史帆 中２,中 3 新スペイン舞曲 第 1 番 ホ長調 Op.65-1 モシュコフスキ

25. ピアノ 山本彩華 小６ 大雷雨 Op.109-13, ブルグミュラー, ソナタ 第 7 番 第 3 楽章,ベートーヴェン

3.【順番変更】ヴァイオリン 周樹李 年長 メヌエット 第 2 番 J.S.バッハ

ワルツ ホ短調 遺作 ,ショパン
26. ピアノ 嶋田実緒 中１ ソナタ 第 17 番 〈テンペスト〉 第 1 楽章 ベートーヴェン
27. チェロ 有田真緒 中１ ソナタ 第 2 番 ホ短調 Op.1-2B. マルチェッロ
28. ピアノ 甲田奈菜姫 中１ ロンド K.485 ニ長調 W.A.モーツァルト
♬♬ 休憩 ♬♬

9.【順番変更】ピアノ 周益輝 小２ マーチ, ツェルニー, 練習曲 Op.139-19

J.クラーク

