
番号 パート 学部・学年 名前 作曲者 曲名
1 人間科学部2年 小幡千紗 シューマン 幻想小曲集 Op.12より 「飛翔」
2 法学部1年 吉川智実 ショパン バラード 第3番
3 基幹理工学部1年 田村裕高 坂本龍一 energy flow
4 政治経済学部1年 松石拓朗 ベートーヴェン Fur Elise(エリーゼのために)

pri. 日本女子大1年 石澤陽子
sec. 日本女子大1年 岡戸真理子

6 商学部1年 長谷川遥香 ショパン ワルツ e-moll
7 文学部1年 昆美智子 ベートーヴェン 6つのエコセーズ
8 アジア太平洋研究科1年 マイケル・チャン 周 杰倫 secret
9 日本女子大1年 石澤陽子 ショパン エチュード Op.10-5
10 文学部1年 石崎萌 ドビュッシー アラベスク 第1番
11 社会科学部1年 川井正稔 ラヴェル 水の戯れ

12 社会科学部1年 萩原誠人 久石譲 summer
13 教育学部1年 天野雅星 ショパン ノクターン Op.9-2
14 文化構想学部2年 伊藤有香 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 Op.72-2
15 先進理工学部1年 北山明親 ショパン エチュード Op.10-1
16 法学部1年 水野哲郎 福島道子 風の精
17 政治経済学部1年 室伏由佳 久石譲 久石譲メドレー(AsianDreamSong～KidsReturn～Summer)
18 法学部1年 落合歩未 ベートーヴェン ピアノソナタ 第14番「月光」 第3楽章
19 法学部1年 井手桃子 メンデルスゾーン ロンドカプリチョ―ソ

20 文学部1年 梅原優樹 ドビュッシー 映像 第二集より「金色の魚」
21 教育学部1年 前田怜菜 ショパン 即興曲 第1番
22 政治経済学部1年 那須篤 ベートーヴェン ピアノソナタ 第14番「月光」 第3楽章
23 政治経済学部1年 倉嶋麻里 ショパン エチュード Op.10-3 「別れの曲」
24 文化構想学部1年 青木愛実 ショパン ワルツ 作品.64-2
25 先進理工学部1年 鶴谷直樹 ブラームス 6つの小品より 第3曲 バラード Op.118-3
26 跡見学園女子大学2年 平岡芽衣 シューベルト 即興曲 Op.90-4
27 先進理工学部1年 藤波美起登 ベートーヴェン ピアノソナタ　第8番「悲愴」 第1楽章
28 教育学部1年 長澤恵理奈 ドビュッシー 月の光
29 教育学部1年 根岸亜美 ショパン スケルツォ第2番

30 文学部1年 西脇淳美 ショパン ノクターン 遺作

32 教育学部1年 関根有里子 ショパン ワルツ ロ短調 Op.69-2
33 文化構想学部1年 中野加奈 ショパン 軍隊ポロネーズ
34 先進理工学部1年 松本悠理 ショパン 夜想曲 Op.9-2
35 法政大学1年 佐々木淑 ショパン ワルツ嬰ハ短調
36 教育学部1年 木下リラ ショパン バラード 第3番
37 法学部1年 中村建太 シューベルト 即興曲 Op.142-1
38 基幹理工学部1年 斎藤達 パダジェフスカ 乙女の祈り
39 基幹理工学部1年 中島優人 ショパン 英雄ポロネーズ

40 商学部1年 吉田沙織 ショパン エチュード Op.10-8
41 東京学芸大学1年 星谷梨沙 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア 第1巻より 第17曲 変イ長調 BWV.862
42 東京学芸大1年 今喜多萌 久石譲 The Wind Of Life
43 先進理工学部1年 高村理沙 ショパン 12のエチュード 作品10 第12番「革命」
44 政治経済学部1年 長谷彩加 ショパン 子犬のワルツ
45 先進理工学部1年 藤間大貴 リスト 愛の夢
46 法学部1年 熊倉大輔 ショパン 黒鍵のエチュード
47 人間科学部1年 青砥理紗 ショパン ノクターン Op.9-2
48 先進理工学部1年 本多真子 リスト ラ・カンパネラ
49 日本獣医生命科学大学4年 岸田有加 ドビュッシー 夢
50 先進理工学部1年 只野歩 ショパン スケルツォ3番
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