
28日

番号 形態 パート 所属 名前 作曲者名 曲名
1 連弾 Primo 政治経済学部2年 水浦 雅晴 オッフェンバック 天国と地獄

Second 文化構想学部2年 梁 宰源 ハチャトゥリアン 剣の舞
2 ソロ 帝京大学2年 萩原 奈津美 ショパン 幻想即興曲
3 ソロ 文学部2年 島田 千晶 シューマン フモレスケOp.20より　急いで
4 ソロ 日本女子大学1年 石渡 羽澄 ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女
5 ソロ 日本女子大学1年 前田 恵里 ショパン エチュードOp.25-1
6 ソロ 政治経済学部1年 那須 篤 ショパン ノクターン Op.9-2

ベートーベン ピアノソナタ 第１４番「月光」より第１楽章
7 ソロ 文学部1年 昆 美智子 湯山　昭 序曲　音のデッサン

湯山　昭 月曜日のソナチネ
8 ソロ 日本女子大学3年 村木 眞美 メンデルスゾーン ロンド・カプリチオーソ
9 ソロ 商学部3年 森 明史 ブリューメンフェルト ソナタ・ファンタジア

ソロ 基幹理工学部3年 矢吹 潤 すぎやまこういち ロトのテーマ
すぎやまこういち 街の人々

ソロ 文学部3年 西原 雅敬 すぎやまこういち 荒野を行く
ソロ 社会科学部3年 山岸 祐基 すぎやまこういち 遥かなる旅路
ソロ 基幹理工学部3年 田村 有希 すぎやまこういち 戦い
ソロ 文化構想学部2年 今村 大鑑 すぎやまこういち この道わが旅
ソロ 文学部2年 橋本 茉利奈 すぎやまこういち 冒険の旅
連弾 Primo 文学部3年 西原 雅敬 すぎやまこういち おおぞらをとぶ

Second 基幹理工学部3年 田村 有希
ソロ 東京藝術大学3年 蒲地 あかり すぎやまこういち 勇者の挑戦

すぎやまこういち そして伝説へ・・・
11 ソロ 日本女子大学1年 佐藤 千花子 ランゲ 花の歌
12 ソロ 法学部1年 青木 怜那斗 サティ ジムノペディ　第一番
13 ソロ 文学部1年 石崎 萌 メンデルスゾーン 春の歌
14 ソロ 政治経済学部1年 弘実 伽奈子 プロコフィエフ ピアノソナタ第１番

15 弾き語り 社会科学部3年 関 麻莉恵 久石譲＝山田翔平 心のかけら
16 弾き語り 文化構想学部4年 都甲 優美 川嶋あい 天使たちのメロディー
17 ソロ 先進理工学部4年 平山 雅之 ブラームス 6つの小品より 第3曲 バラード Op.118-3
18 ソロ 日本大学4年 山中 美穂 ショパン スケルツォ第２番

19 ソロ 政治経済学部2年 砂原 早希 プロコフィエフ
バレエ「ロメオとジュリエット」からの10の小品より「モンタ
ギュー家とキャピュレット家」

20 ソロ 文化構想学部2年 小沢真彩 ショパン 軍隊ポロネーズ
21 ソロ 東京音楽大学2年 柏木 真衣 ベートーベン ピアノソナタ第21番第1楽章ワルトシュタイン
22 ソロ 武蔵野音楽大学2年 庄司 采音 リスト 超絶技巧練習曲第10番

23 多重奏 Primo 創造理工学部4年 加藤 太郎 大野雄二 サンバテンペラード
Second 法学部3年 上坂 望
Fl. 政治経済学部3年 重松 和人
トロンボーン 文学部4年 加藤 夢三
サックス 文学部2年 橋本 茉利奈
パーカッション 人間科学部4年 矢野 昭太郎

24 ソロ 人間科学部2年 小幡 千紗 ドビュッシー 喜びの島
25 ソロ 日本女子大学2年 北尾 成美 バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 1.プレリュード ハ長調 

リスト 愛の夢
26 ソロ 東京理科大学3年 森本 真光 Randy Newman You've Got a Friend in Me
27 ソロ 先進理工学部1年 大石 愛佳 シューベルト 即興曲Ｏｐ１４２　第３番　変ロ長調
28 ソロ 社会科学部1年 川井 正稔 少年ラジオ neu/ニエンテ
29 ソロ 法学部1年 中村 建太 モーツァルト ピアノソナタ　K５７６　第１楽章
30 ソロ 政治経済学部2年 松浦 美季 ショパン バラード３番

31 ピアノ+歌 Vo. 文学部3年 鈴木 亮太 アンドリュー・ロイド・ウェバー
ミュージカル「オペラ座の怪人」より「THE MUSIC OF
THE NIGHT」

伴奏 政治経済学部2年 砂原 早希
32 ソロ 商学部1年 赤尾 優太 フォーレ SICILIENNE

ショパン VALSE op70-1
33 ソロ 文化構想学部3年 石田 茉由 サティ 官僚的なソナチネ
34 ソロ 文化構想学部4年 都甲 優美 アンドレ・ギャニオン 潮騒
35 ソロ 教育学部1年 天野 雅星 ドビュッシー アラベスク 第一番
36 ソロ 法政大学1年 佐々木 淑 森田真奈美 I am
37 ソロ 国際基督教大学1年 佐久間 文 ベートーベン Piano Sonata No.28 in A major, op101 1stmovement
38 ソロ 文学部5年 片山 隆 リスト メフィスト・ワルツ第１番　「村の居酒屋での踊り」　S.514

ソロ 法政大学3年 東 佑輔 下村陽子=亀岡夏海 Dearly Beloved
ソロ 教育学部2年 大塚 瑞希 下村陽子=亀岡夏海 Wonderland's Surprises
ソロ 文化構想学部2年 田中 美智子 下村陽子=宮野幸子 Lazy Afternoons
ソロ 文学部3年 高畑 亮一 下村陽子=宮野幸子 Roxas
ソロ 文化構想学部2年 伊藤 有香 下村陽子=宮野幸子 The 13th Side
ソロ 創造理工学研究科1年 板谷 創平 下村陽子=宮野幸子 Hollow Bastion
ソロ 東京芸術大学3年 蒲地 あかり 下村ようこ＝蒲池あかり Scherzo di notte
ソロ 社会科学部3年 関 麻莉恵 下村陽子=宮野幸子 Missing You　～Namine～
ソロ 創造理工学部2年 古内 雄大 下村陽子 March Caprice For Piano

ソロ 文学部2年 橋本 茉利奈 下村陽子＝亀岡夏海 1st Mov.:Sora - Allegro con brio
ソロ 社会科学部2年 笠原 総人 下村陽子＝亀岡夏海 2nd Mov.: Kairi - Andante sostenuto
ソロ 文化構想学部4年 阿部 奈緒美 下村陽子＝亀岡夏海 3rd Mov.: Riku - Scherzo e Intermezzo
ソロ 商学部3年 森 明史 下村陽子＝亀岡夏海 Finale : Working Together - Allegro vivace

ソロ 先進理工学部3年 増村 大輔 ラヴェル プレリュード
ソロ 基幹理工学部3年 水落 隆一 ラヴェル フーガ
ソロ 文学部3年 相澤 修子 ラヴェル フォルラーヌ
ソロ 基幹理工学部3年 田村 有希 ラヴェル リゴドン
ソロ 文学部2年 角田 みなみ ラヴェル メヌエット
ソロ 商学部2年 渡辺 裕貴 ラヴェル トッカータ

クープランの墓企画

早大ピアノの会　第86回定期演奏会
2012年8月28～30日(火～木)　3日間とも　開場：11：40　開演：12:00　

会場：杉並公会堂小ホール
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ドラゴンクエスト ロト3部作企画

KINGDOM HEARTS（キングダムハーツ）企画

～　Sonata on Themes of KINGDOM HEARTS　～

第1部
12:00～
13:10

第2部
13:20～
14:30

第3部
14:40～
15:45

第4部
15:55～
17:00

40

第5部
17:10～
18:20

第6部
18:30～
19:30

第7部
19:40～
20:15



29日

41 2台ピアノ Pf1.Primo 基幹理工学部3年 田村 有希 ウェーバー 舞踏への勧誘
Pf1.Second 創造理工学部2年 松林 航祐
Pf2.Primo 学習院女子大学3年 江目 愛
Pf2.Second 基幹理工学部2年 吉川 潤

42 多重奏 Pf1 清泉女子大学2年 山下 明日実 俊龍　編曲 上からマリコ
Pf2 文学部5年 半澤 菜奈 田辺恵二　編曲 ヘビーローテーション
カホン１ 商学部2年 宮崎 直樹
カホン２ 社会科学部1年 萩原 誠人
アコースティッ
クギター

教育学部1年 青木 章悟

43 2台ピアノ Pf1 文学部2年 島田 千晶 ピアソラ リベルタンゴ
Pf2 社会科学部2年 宮本 恵理子

44 2台ピアノ Pf1 教育学部1年 長澤 恵理奈 チャイコフスキー くるみ割り人形よりマーチ
Pf2 法学部1年 熊倉 大輔 チャイコフスキー くるみ割り人形より金平糖の踊り

チャイコフスキー くるみ割り人形より花のワルツ

45 2台ピアノ Pf1 商学部4年 奥泉 洋平 田中公平
サクラ大戦２  ～君、死にたもうことなかれ～  より「夢の
つづき」

Pf2 教育学部4年 尾崎 麻子
46 2台ピアノ Pf1 社会科学部3年 椎川 まどか 石川芳 ディズニーシー・シンフォニー

Pf2 商学部3年 奥野 大輝
47 2台ピアノ Pf1 教育学部3年 山田 翔平 ドビュッシー 幻想曲より　第1楽章

Pf2 社会科学部3年 関 麻莉恵

48 連弾 Primo 日本大学2年 南雲 あかね ハチャトゥリアン バレー「ガイーヌ」から　剣の舞
Second 法学部2年 北白 芽来

49 連弾 Primo 法学部2年 勝又 友季子 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
Second 社会科学部2年 笠原 総人

50 ソロ 文化構想学部1年 青木 愛実 Revo 彼女が魔女になった理由
51 ソロ 教育学部1年 藤田 久美子 デュラン ワルツ
52 ソロ 商学部1年 酒谷 将世 久石譲 あの夏へ
53 ソロ 商学部2年 硲 真悠 アンドレ・ギャニオン めぐり逢い
54 ソロ 教育学部2年 大塚 瑞希 天野雅道＝Sperion 明日への希望
55 ソロ 法学部1年 吉川 智実 シューマン=リスト 献呈
56 ソロ 文学部1年 小林 暁 リスト 森のざわめき
57 ソロ 基幹理工学部1年 中島 優人 メンデルスゾーン ロンドカプリチオーソ

ソロ 文学部5年 片山 隆 植松伸夫＝中山博之 赤い翼～バロン王国
ソロ OB 森田亮介 植松伸夫 FF5より「封印されしもの」
ソロ 文学部2年 橋本 茉利奈 植松伸夫 ローズ・オブ・メイ
ソロ 商学部4年 奥泉 洋平 植松伸夫 妖星乱舞第４楽章
ソロ 基幹理工学部4年 平松 泰樹 浜渦正志 ライトニングのテーマ - 閃光
ソロ 商学部3年 森 明史 植松伸夫 FFⅡより「反乱軍のテーマ」
ソロ 文化構想学部4年 阿部 奈緒美 浜渦正志 襲撃
ソロ 東京芸術大学3年 蒲地 あかり 植松信夫 FF7ACより 闘う者達

59 連弾 Primo 文化構想学部3年 佐々木 かなえ ラフマニノフ＝久木山直 ヴォカリーズ
Second 法政大学1年 佐々木 淑 吉俣良～久石譲～大島ミチル＝秋敦子 NHK大河ドラマメドレー

60 連弾 Primo 基幹理工学部3年 松本 勇樹 Richard Rodgers My favorite things
Second 文学部3年 西村 祐子 Richard Rodgers Do-Re-Mi

61 ソロ 中央大学1年 重水 美香 シューベルト 即興曲　op.90-2
62 ソロ 先進理工学部1年 藤波 美起登 ベートーベン ピアノソナタ第１７番 第三楽章
63 ソロ 基幹理工学部3年 山田 佑輔 ラフマニノフ 前奏曲集　Op.23-5
64 ソロ 文学部4年 松井 洋平 ワーグナー エレジー　変イ長調　WWV.93

ドビュッシー 前奏曲集第1巻より第1番「デルフィの舞姫たち」
65 ソロ 文学部3年 井川 弘毅 スクリャービン ピアノソナタ第10番

連弾 Primo 基幹理工学部2年 宮内 麻衣 久石譲 仕事はじめ
Second 学習院女子大学2年 江目 愛 久石譲 ふたたび

連弾 Primo 法学部2年 勝又 友季子 久石譲 天空の城ラピュタメドレー
Second 社会科学部2年 川上 貴弘

ソロ 社会科学部2年 笠原 総人 久石譲 風の通り道
ソロ 文学部3年 高畑 亮一 松任谷由実 やさしさに包まれたなら
ソロ 日本大学2年 中村 優介 木村弓 いつも何度でも
ソロ 法学部2年 桂 愛子 久石譲 人生のメリーゴーランド
連弾 Primo 文化構想学部3年 佐々木 かなえ B.Danoff, T.Nivert & J.Denver=高野令子カントリー・ロード

Second 基幹理工学部3年 矢吹 潤
ソロ 政治経済学部3年 重松 和人 久石譲 あの夏へ

67 多重奏 Pf 創造理工学部2年 古内 雄大 ゴンチチ 放課後の音楽室
ギター 社会科学部2年 松元 工

68 ソロ 文化構想学部1年 中野 加奈 ベートーベン
ピアノ・ソナタ  第２１番  ハ長調「ワルトシュタイン」   第
１楽章

69 ソロ 先進理工学部1年 北山 明親 リスト ラ　カンパネラ
70 ソロ 創造理工学部2年 古内 雄大 ショパン Op.25-1『エオリアンハープ』
71 ソロ 創造理工学研究科1年 板谷 創平 ブラームス ６つの小品より第３曲　バラードOp.118-3
72 ソロ 政治経済学部3年 重松 和人 リスト 愛の夢第三番
73 ソロ 先進理工学部1年 只野 歩 ショパン バラード４番

74 連弾 Primo 社会科学部3年 椎川 まどか 大野雄二＝神内敏之 ルパン三世のテーマ’80
Second 基幹理工学部3年 水落 隆一

75 ソロ 基幹理工学部2年 宮内 麻衣 ショパン スケルツォ第二番
76 ソロ 国際教養学部4年 尾登 郁美 フォーレ ワルツ＝カプリス第1番
77 ソロ 先進理工学部3年 前田 圭太 グリーグ 「ホルベアの時代から」op.40 第1曲　前奏曲
78 ソロ 文学部1年 梅原 優樹 ラヴェル 水の戯れ
79 ソロ 先進理工学部3年 増村 大輔 フォーレ 舟歌第3番　Op.42
80 2台ピアノ Pf1 商学部3年 森 明史 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲第2番Op.102より　第1楽章

Pf2 教育学部3年 山田 翔平
81 2台ピアノ Pf1 基幹理工学部2年 吉川 潤 ショパン ロンド　ハ長調　op.73

Pf2 文学部2年 角田 みなみ

FF企画

スタジオジブリ企画

第11部
15:40～
16:45

第12部
16:55～
17:45

第14部
19:05～
20:15
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第13部
17:55～
18:55
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第10部
14:40～
15:30

第8部
12:00～
13:10

第9部
13:25～
14:30



30日

多重奏 Pf 法学部3年 上坂 望 →Pia-no-jaC← 台風
カホン 清泉女子大学2年 山下明日実
HBB 政治経済学部1年 松石拓朗

多重奏 Pf 創造理工学部2年 古内 雄大 Gerson Kingsley=→Pia-no-jaC← メインストリート・エレクトリカルパレード
カホン 法学部2年 彦田 和宏

多重奏 Pf 文学部3年 高畑 亮一 ベートーベン＝→Pia-no-jaC← 交響曲　第9番　ニ短調　作品125「合唱」　第4楽章
カホン 商学部3年 森 明史

多重奏 Pf 商学部3年 森 明史 光田康典＝→Pia-no-jaC←＆樫原伸彦 More SQ：クロノ・トリガー　風の憧憬
カホン 文学部3年 高畑 亮一

多重奏 Pf 商学部2年 宮崎 直樹 →Pia-no-jaC←
Love SQ: ビッグブリッヂの死闘  ～妖星乱舞～  片翼
の天使

カホン 法学部2年 彦田 和宏
多重奏 Pf 社会科学部4年 山田 南 →Pia-no-jaC← 組曲『』

カホン 文学部5年 片山 隆
多重奏 Pf 法学部2年 彦田和宏 →Pia-no-jaC← Time Limit

カホン 商学部2年 宮崎直樹
ギター 社会科学部2年 松本工

83 連弾 Primo 政治経済学部2年 松浦 美季 ハチャトゥリアン 剣の舞
Second 政治経済学部2年 砂原 早希

84 ソロ 教育学部2年 堀川 洸 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第28番 第一楽章
85 ソロ 商学部4年 奥泉 洋平 チャイコフスキー グランドソナタ第３、４楽章

86 連弾 Primo 教育学部1年 木下 リラ モシュコフスキー スペイン舞曲 第三番
Second 政治経済学部1年 那須 篤 レクオーナ スペイン組曲 「アンダルシア」より マラゲーニャ

87 連弾 Second 創造理工学部1年 今津 文沙 ルイ・プリマ シング・シング.シング
Primo 創造理工学部1年 古家　 萌子

88 ソロ 文学部2年 星野 莉奈 ベートーベン ピアノソナタ第17番　第1楽章　第3楽章
89 ソロ 國學院大学2年 佐藤 史織 ベートーベン ソナタ　第23番　ヘ短調　『熱情』　op.57　第3楽章
90 ソロ 東京藝術大学3年 蒲地 あかり アルカン ピアノソロのためのコンチェルト Op.39 No.10

連弾 Primo 文学部3年 西原 雅敬 Mr.children しるし
Second 社会科学部2年 川上 貴弘

ソロ 教育学部1年 長澤 恵理奈 Mr.children Sign
ソロ 先進理工学部3年 小林 淳之介 Mr.children HERO
ソロ 法学部2年 勝又 友季子 Mr.children 祈り　～涙の軌道
ソロ 文学部2年 角田 みなみ Mr.children 箒星
ソロ 法学部1年 吉川 智実 Mr.children HANABI
ソロ 文化構想学部2年 今村 大鑑 Mr.children 旅立ちの唄
ソロ 先進理工学部3年 近藤 慎吾 Mr.children Tomorrow never knows
ソロ 基幹理工学部3年 田村 有希 Mr.children Over
ソロ 基幹理工学部2年 吉川 潤 Mr.children NOT FOUND

92 ソロ 文学部3年 西村 祐子 ドビュッシー ベルガマスク組曲より「プレリュード」
93 ソロ 文化構想学部1年 渡辺 しおり ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
94 ソロ 法学部1年 落合 歩未 ショパン スケルツォ２番
95 ソロ 法学部1年 水野 哲郎 ラフマニノフ 幻想的小品集op.3より　第１番　エレジー
96 ソロ 政治経済学部2年 石井 里昂 ショパン 夜想曲第13番 ハ短調 Op.48 No.1
97 ソロ 政治経済学部2年 水浦 雅晴 ショパン ノクターン第20番
98 連弾 Primo 学習院女子大学3年 江目 愛 田中公平 ウィーアー！

Second 東京藝術大学3年 蒲地 あかり
99 連弾 Primo 文学部3年 相澤 修子 プーランク 連弾ソナタ

Second 先進理工学部3年 増村 大輔

100 合唱 木下牧子 春に
水野良樹＝鷹羽弘晃 YELL

101 連弾 Primo 商学部3年 奥野 大輝 大野雄二 ルパン三世’８０
Second 商学部3年 森 明史

102 連弾 Primo 文学部1年 西脇 淳美 ラフマニノフ=久木山直 パガニーニの主題による狂詩曲より第18変奏
Second 政治経済学部1年 倉嶋 麻里

103 ソロ 教育学部1年 蛭田 晴菜 ウェーバー 舞踏への勧誘
104 ソロ 教育学部1年 菅原 樹 ショパン エチュード op10-12 「革命」
105 ソロ 先進理工学部4年 花崎 祐 ラフマニノフ 前奏曲　op.32-10

リスト
巡礼の年 第1年 「スイス」 S.160 より 第4曲 「泉のほと
りで」

106 ソロ 社会科学部3年 椎川 まどか リスト 巡礼の年報第3年エステ荘の噴水

107 連弾 Primo 文化構想学部1年 中野 加奈 ブラームス ハンガリー舞曲第２番
Second 日本女子大学1年 宮崎 有沙

108 連弾 Primo 東京音楽大学2年 柏木 真衣 チャイコフスキー くるみ割り人形より花のワルツ
Second 先進理工学部3年 近藤 慎吾

109 ソロ 日本大学2年 中村 優介 ZUN 竹取飛翔～Lunatic Princess
The Beatles All You Need Is Love

110 ソロ 教育学部4年 尾崎 麻子 ショパン　 バラード第三番
111 ソロ 法学部3年 上坂 望 シューマン＝リスト 献呈
112 ソロ 教育学部1年 木下 リラ メトネル 組曲「忘れられた調べ」第二集より 第三曲『春』
113 ソロ 法学部3年 今井 圭孝 ショパン スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op.39

114 ソロ 法学部1年 熊倉 大輔 バッハ 平均律クラヴィーア集第1巻第2番　ハ短調
ショパン エチュード25-12　大洋

115 ソロ 成蹊大学2年 藤澤 龍太郎 グリンカ＝バラキレフ ひばり
116 ソロ 基幹理工学部2年 吉川 潤 ショパン タランテラ Op.43
117 ソロ 文学部3年 相澤 修子 アルベニス 組曲『イベリア』よりエル・アルバイシン
118 ソロ 商学部2年 渡辺 裕貴 ラヴェル 水の精
119 ソロ 東邦音楽大学2年 明石 梨那 スクリャービン ピアノソナタ第２番「幻想ソナタ」より第1楽章
120 ソロ 基幹理工学部3年 水落 隆一 カプースチン ピアノソナタ第1番 Op.39 第4楽章

第20部
17:55～
18:45

第21部
18:55～
19:50

第16部
13:15～
14:15

第17部
14:25～
15:30

第18部
15:40～
16:35

第19部
16:45～
17:45

早大ピアノの会有志

第15部
12:00～
13:05

82

91

→Pia-no-jaC←企画

Mr.Children企画


