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第1部(12:00～13:00)
番号 形態 パート 所属 名前 作曲者名 曲名

Primo 文化構想学部1年 島田 絵里香
Second 基幹理工学部1年 宮内 麻衣
Terzo 社会科学部1年 笠原 総人
Primo 政治経済学部1年 丸本 悠希子
Second 立教大学1年 倉知 祥子
Vo. 文化構想学部4年 天海 才 シューマン 『詩人の恋』より 「花が、小さな花がわかってくれるなら」
伴奏 北里大学4年 山形 顕子 ヴェルディ オペラ『シモン・ボッカネグラ』より 「悲しい胸の思いは」

4 弾き語り 文化構想学部4年 谷本 大輔 小渕健太郎　黒田俊介 桜
5 ソロ 社会科学部1年 宮本 恵理子 ベートーヴェン ピアノソナタ第２４番「テレーゼ」第２楽章

リスト ラ・カンパネラ
麻枝　准 渚～坂の下の別れ

7 ソロ 創造理工学部1年 古内 雄大 リスト 3つの演奏会用練習曲第三曲「ため息」
8 ソロ 政治経済学部1年 水浦 雅晴 ショパン バラード2番　

第2部(13:10～14:10)

ソロ 商学部1年 宮崎 直樹 ハチ パンダヒーロー
ソロ 文化構想学部2年 石田 茉由 シグナルP=マオウ Cendrillon
ソロ 商学部2年 森 明史 絵師じゃないKEI タワー
ソロ 獨協大学3年 二重作 夏奈 ナノウ ハロ／ハワユ
ソロ 法学部1年 桂 愛子 Dixie Flatline ＝ koma'n Just Be Friends
ソロ 商学部3年 奥泉 洋平 オワタP マジカル☆ぬこレンレン

Easy pop=マオウ ハッピーシンセサイザ
ika_mo=夕稀 みっくみくにしてあげる♪

ソロ 文学部1年 橋本 茉利奈 wowaka ワールズエンド・ダンスホル
ソロ 文学部4年 半澤 菜奈 ryo メルト
ソロ 教育学部3年 藤間 紘奈 黒うさ　ほか　編曲：藤間紘奈 VOCALOID和風桜歌メドレー
ソロ 文化構想学部3年 浜崎 史音 malo ハジメテノオト
ソロ 基幹理工学部2年 水落 隆一 cosMo（暴走P）＝gao 初音ミクの消失

第3部(14:20～15:15)
Vn. 学習院大学4年 上野 綾音
伴奏 社会科学部1年 笠原 総人
伴奏 人間科学部3年 矢野 昭太朗 小渕健太郎 Blue Blue
Vo. 文学部4年 城谷 尚吾 The Beatels Help!
ギター 社会科学部1年 松元 工
Tn. 法学部1年 彦田 和宏
カホン＆コーラス 清泉女子大学1年 山下 明日実
Primo 東京音楽大学4年 森 愛恵
Second 社会科学部2年 関 麻莉恵
Primo 先進理工学部3年 平山 雅之
Second 法学部2年 上坂 望

14 ソロ 文化構想学部1年 田中 美智子 久石譲 Oriental Wind
15 ソロ 教育学部3年 尾崎 麻子 ベートーヴェン ピアノソナタop53　第一楽章
16 ソロ 基幹理工学部2年 田村 有希 ショパン ポロネーズ第５番 嬰へ短調 Op.44

第4部(15:25～16:25)
Primo 先進理工学部2年 小林 淳之介
Second 先進理工学部2年 近藤 慎吾
Primo 文化構想学部3年 橋本 深智 サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より　水族館
Second 文化構想学部3年 大木 綾 サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より　フィナーレ

19 ソロ 文化構想学部2年 佐々木 かなえ ショパン ノクターン第20番嬰ハ短調 遺作
20 ソロ 文化構想学部1年 小澤 真彩 ショパン グランドワルツ
21 ソロ 先進理工学部2年 小林 淳之介 リスト Liebesträume Nr.3　（愛の夢　第三番）
22 ソロ 文学部3年 松井 洋平 ヘンデル ハープシコード組曲12番　HWV438
23 ソロ 文化構想学部4年 天海 才 ドビュッシー 「版画」より 雨の庭
24 ソロ 商学部3年 奥泉 洋平 ワーグナー 楽劇｢ワルキューレ｣より ワルキューレの騎行

第5部(16:35～17:35)
伴奏, Vo. 清泉女子大学1年 山下 明日実
Vo. 文学部4年 城谷 尚吾

新実徳英 はたおりむし
新実徳英 壁きえた

Primo 文学部3年 畑山 雅俊
Second 文化構想学部4年 谷本 大輔

28 ソロ 先進理工学部3年 花崎 祐 ショパン 幻想ポロネーズ
29 ソロ 東京理科大学2年 森本 真光 下村陽子=Riulyn Dearly beloved
30 ソロ 文化構想学部2年 石田 茉由 橋本国彦 踊子の稽古帰り
31 ソロ 文学部2年 高畑 亮一 ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット
32 ソロ 文学部2年 相澤 修子 スクリャービン ソナタ No.4　Op.30

第6部(17:45～18:40)

東邦音楽大学1年 明石梨那
社会科学部1年 笠原総人
文化構想学部2年 石田茉由
法学部2年 上坂望
基幹理工学部2年 田村有希
文学部2年 橋口旅人
基幹理工学部2年 水落隆一
教育学部3年 尾崎麻子
社会科学部3年 山田南

Primo 基幹理工学部2年 松本 勇樹
Second 文学部2年 西村 祐子

35 ソロ 文化構想学部1年 梁 宰源 Yiruma Kiss The Rain
36 ソロ 文学部1年 橋本 茉利奈 植松伸夫 ティファのテーマ
37 ソロ 文学部2年 橋口 旅人 チャイコフスキー バレエ「くるみ割り人形」より　花のワルツ
38 ソロ 文学部2年 鈴木 亮太 ショパン エチュード　Op.10-3
39 ソロ 基幹理工学部1年 吉川 潤 ショパン 幻想曲　ヘ短調　作品49

第7部(18:50～19:50)
Primo 政治経済学部1年 松浦 美季
Second 政治経済学部1年 砂原 早希

41 ソロ 教育学部1年 大塚 瑞希 ラフマニノフ 前奏曲Op.3-2 「鐘」
42 ソロ 先進理工学部2年 畠山 夏紀 ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー
43 ソロ 社会科学部2年 椎川 まどか シューベルト=リスト ウィーンの夜会 第6番
44 ソロ 政治経済学部1年 石井 里昂 シューマン アラベスクop.18
45 ソロ 基幹理工学部1年 宮内 麻衣 シューマン 幻想小曲集　夜に（In der Nacht）
46 ソロ 東邦音楽大学1年 明石 梨那 ショパン ソナタ２番第１楽章
47 ソロ 法学部2年 今井 圭孝 プロコフィエフ ピアノソナタ第3番「古いノートから」 Op.28

ラデツキー行進曲

2 連弾 ドヴォルザーク ボヘミアの森から

VOCALOID企画

ぐるぐる連弾企画

9

33
連弾 春畑セロリ モーツァルト名曲メドレー・リレー「ヴォルフガングの玉手箱」

10 多重奏 モンティ チャルダッシュ

11

3 ピアノ+歌

6 ソロ

1 連弾 ヨハン・シュトラウス１世

多重奏

12 連弾 チャイコフスキー

商学部1年 金 炯助

ソロ 教育学部3年 渡邊 英理

17 連弾 ベートーベン 交響曲第五番　「運命」　第一楽章　（連弾）

18 連弾

バレエ組曲「くるみ割り人形」より　花のワルツ

13 連弾 Revo 海を渡った征服者達

25 弾き語り コブクロ 桜

26 弾き語り 法学部1年 彦田 和宏

40 連弾 ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」よりワルツ

27 連弾 早稲田大学応援部吹奏楽団 早稲田応援メドレー

34 連弾 ブラームス Waltz No.15 op.39-15

早大ピアノの会　第85回定期演奏会
日時：3月7・8日(水・木)　両日とも　開場：11:30　開演：12:00　会場：板橋区立文化会館小ホール


