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第8部(12:00～13:00)
Pf1.Primo 文学部3年 畑山 雅俊
Pf1.Second 文学部2年 西村 祐子
Pf2.Primo 基幹理工学部2年 松本 勇樹
Pf2.Second 文学部3年 川本 秀美
Pf1.Primo 政治経済学部4年 蘆澤 宏美
Pf1.Second 政治経済学部4年 藤田 晋
Pf2.Primo OB 小澤 諒
Pf2.Second 先進理工学部4年 森本 仁嗣
Pf1 政治経済学部1年 砂原 早希
Pf2 創造理工学部1年 松林 航祐
Pf1 北里大学4年 山形 顕子
Pf2 創造理工学部4年 板谷 創平
Pf1 文学部3年 藤原 由美子
Pf2 商学部3年 奥泉 洋平
Pf1 政治経済学部4年 蘆澤 宏美
Pf2 東京音楽大学4年 森 愛恵
Pf2 政治経済学部4年 藤田 晋
Pf1 社会科学部2年 椎川 まどか
Pf2 社会科学部2年 関 麻莉恵

第9部(13:10～14:05)
Pf1 文学部2年 相澤 修子
Pf2 先進理工学部2年 増村 大輔
Pf1.Primo 政治経済学部4年 蘆澤 宏美
Pf1.Second 社会科学部 関 麻莉恵
Pf2 政治経済学部4年 藤田 晋

57 ソロ 文学部2年 井川 弘毅 アレクサンドル・モソロフ ソナタ第5番より第1楽章、第4楽章
プーランク 「3つのノヴェレッテ」より 第1曲 リエナール伯母のために
ブラームス ピアノソナタ第1番 ハ長調 op.1 より 第4楽章 フィナーレ

59 ソロ 文学部1年 山野 麻理恵 サン＝サーンス アレグロアパッショナート Op.70

第10部(14:15～15:15)

ソロ 日本大学1年 中村 優介 ZUN 竹取飛翔　～ Lunatic Princess
ソロ 基幹理工学部3年 平松 泰樹 ZUN 幽霊楽団
ソロ 教育学部3年 渡邊 英理 ZUN=mannbou 明治17年の上海アリス
ソロ 教育学部3年 藤間 紘奈 ZUN=あにー=藤間紘奈 千切れる群青
ソロ 政治経済学部4年 藤田 晋 ZUN=Denko ピアノソナタ⑨番“こぉるどそなた”第2楽章
ソロ 商学部3年 森 明史 ZUN＝ようか 春の訪れは御札とともに

61 ソロ 教育学部2年 山田 翔平 ベートーヴェン ピアノソナタ第32番

第11部(15:25～16:20)
Sp. 東邦音楽大学4年 明石 麗菜 シュトラウス 万霊節
伴奏 東邦音楽大学1年 明石 梨那 カタラーニ オペラ「ラ・ワリー」より　それでは？私は遠くに行きましょう

麻枝准 ひとひらの桜
井上ヨシマサ １０年桜

ソロ 文学部3年 畑山 雅俊 歌舞伎町の女王
ソロ 社会科学部1年 加藤 瑞基 ポルターガイスト
ソロ 政治経済学部1年 水浦 雅晴 丸の内サディスティック
ソロ 商学部1年 小野地 舞花 ありあまる富
ソロ 基幹理工学部2年 山田 佑輔 旬
ソロ 文学部3年 銘苅 実土 カーネーション

Primo 社会科学部2年 椎川 まどか
Second 文学部2年 相澤 修子

第12部(16:30～17:25)
Pf 法学部1年 彦田 和宏
カホン(Cajon) 清泉女子大学1年 山下 明日実
Primo 文学部1年 飯田 玲奈
Second 文学部1年 島田 千晶
Primo 文学部2年 西村 祐子
Second 文化構想学部2年 佐々木 かなえ

68 ソロ 学習院女子大学2年 江目 愛 リスト ３つの演奏会用練習曲 第三番 「ため息」
69 ソロ 帝京大学1年 萩原 奈津美 シューベルト 即興曲 Op.90-2
70 ソロ 日本女子大学2年 村木 眞美 グラナドス 演奏会用アレグロ

ラヴェル プレリュード
ドビュッシー 喜びの島

第13部(17:35～18:25)
Primo 法学部1年 桂 愛子
Second 社会科学部1年 笠原 総人
Primo 法学部2年 上坂 望 シベリウス 組曲「ペレアスとメリザンド」より「城門にて」
Second 文学部2年 鈴木 亮太 シベリウス 組曲「ペレアスとメリザンド」より「メリザンド」

シベリウス 組曲「ペレアスとメリザンド」より「間奏曲」
74 ソロ 政治経済学部1年 砂原 早希 プロコフィエフ 「『シンデレラ』からの6つの小品」よりワルツ(シンデレラと王子)
75 ソロ 法学部1年 勝又 友季子 ショパン 雨だれの前奏曲

スクリャービン 練習曲　作品8-11
ラフマニノフ 絵画的練習曲　作品39-5

第14部(18:35～19:35)
Primo 商学部1年 辰巳 梨里子 ドビュッシー 小組曲より 「小船」
Second 文学部1年 角田 みなみ ドビュッシー 小組曲より 「バレエ」

78 ソロ 創造理工学部1年 松林 航祐 ラヴェル ソナチネ
79 ソロ 法学部1年 横山 智史 ブラームス 2つのラプソディ　第一番　ロ短調

プロコフィエフ 「風刺」より「嵐のように」
プロコフィエフ 「３つのオレンジへの恋」からの２つの演奏会用断章～行進曲～

81 ソロ 東京藝術大学2年 蒲地 あかり ラヴェル 「鏡」より　４．道化師の朝の歌
82 ソロ 商学部1年 渡辺 裕貴 スクリャービン 幻想曲

東方企画

椎名林檎企画

64

60

50 2台ピアノ チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」より花のワルツ

51 2台ピアノ ブラームス 2台のピアノのためのソナタ　Op.34bより第3楽章

48 2台ピアノ ヘンリ・クレイ・ワーク 大きな古時計

49 2台ピアノ 坂本龍一 Riot In Lagos

54 2台ピアノ デュカス 魔法使いの弟子

55 2台ピアノ ラフマニノフ 組曲第2番　作品17より第3曲　ロマンス

52 2台ピアノ サン＝サーンス 死の舞踏

53 2台ピアノ 坂本龍一 Thousand Knives

56 2台ピアノ 坂本龍一 Happyend

58 ソロ 文学部3年 加藤 夢三

連弾 女の子は誰でも

65 多重奏 →Pia-no-jaC← Pulse of the earth

63 ソロ 文学部4年 半澤 菜奈

ソロ 基幹理工学部2年 水落 隆一

66 連弾 葉加瀬太郎 情熱大陸

67 連弾 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番第3楽章

ピアノ+歌62

椎名林檎

森 明史

77 連弾

80 ソロ 商学部2年

76 ソロ 先進理工学部2年 増村 大輔

72 連弾 久石譲作曲、秋山さやか編曲 となりのトトロメドレー

73 連弾

71


