
番号 形態 パート 所属 名前 作曲者名 曲名

1 ソロ 基幹理工学部１年 齊藤達 バダジェフスカ 乙女の祈り

2 ソロ 基幹理工学部1年 今金健太郎 小松清人 かたちあるもの

3 ソロ 法学部1年 青木怜那斗 妹尾武 サンタクロウスの空

4 ソロ 法学部1年 水野哲郎 ラヴェル ソナチネ第一楽章

5 ソロ 東京家政大学家政学部 １年 後藤采香 リスト 愛の夢

6 ソロ 商学部2年 小野地舞花 チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」より こんぺい糖の精の踊り

7 ソロ 跡見学園２年 平岡芽衣 シューベルト 即興曲90-4

8 ソロ 法学部１年 中村建太 メンデルスゾーン ロンドカプリチオーソ

植松伸夫 ＦＦⅦメインテーマ

増田順一 ポケットモンスターＢＷより　トレーナー戦

10 ソロ 法学部1年 落合歩未 アーヴィング・バーリン ホワイトクリスマス

pri. 東京家政大学 家政学部 １年 後藤采香

sec. 東京家政大学 家政学部 １年 松岡里奈

pri. 文学部２年 角田みなみ

sec. 文学部２年 島田千晶

13 ソロ 創造理工学部1年 古家萌子 シューベルト 軍隊行進曲

14 ソロ 社会科学部2年 笠原総人 シベリウス 樹の組曲より第5曲 樅の木

15 ソロ 商学部1年 赤尾優太 ランゲ 花の歌

16 ソロ 商学部2年  金炯助 シューマン＝リスト 献呈

17 ソロ 法学部２年 彦田和宏 ラフマニノフ 前奏曲 Op3-2「鐘」

18 ソロ 文化構想学部1年 中野加奈 ショパン=ゴドフスキー ワルツ 第６番 変ニ長調 作品64-1 子犬のワルツ

19 ソロ 商学部1年 吉田沙織 ショパン エチュードOp.12-11 『木枯らし』

ピアノ 早稲田高校1年 石川諒悟

1st ヴァイオリン 早稲田中学2年 村部大樹

2nd ヴァイオリン 早稲田高校3年 岡崎啓一朗

1st ヴァイオリン 早稲田高校1年 菊地孝史

2nd ヴァイオリン 早稲田中学2年 村部大樹

ヴィオラ 早稲田中学3年 川上創

コントラバス 早稲田高校教諭 三村先生

ピアノ 早稲田高校2年 中道蒼太郎

チェロ 早稲田高校2年 古賀健斗

1st ヴァイオリン 早稲田中学2年 村部大樹

2nd ヴァイオリン 早稲田高校3年 岡崎啓一朗

ヴィオラ 早稲田中学3年 川上創

ギター 早稲田高校1年 北郷雄太

ギター 早稲田高校1年 栗原陸

ピアノ 早稲田中学3年 小泉佑太

コントラバス 早稲田高校教諭 三村先生

23 ソロ 先進理工1年 松本悠理 ドビュッシー 月の光

24 ソロ 文学部２年 飯田玲奈 ショパン ワルツOp.34-1

25 ソロ 基幹理工学部1年 江間大輝 ショパン 軍隊ポロネーズ

26 ソロ 武蔵野音楽大学2年 庄司采音 ベートーヴェン
ピアノソナタ  第14番  嬰ハ短調「月光」Op.27-2  第1楽章､第3楽
章

27 ソロ 1年1組 和佐丈太郎 樹原涼子 おうきゅうのワルツ

28 ソロ 1年1組 中村優芽 リチャード・ロジャース ドレミの歌

29 ソロ 2年1組 中沢凛 中沢凛
組曲「ドレミファペット♪」　１．ハムスターのくるみちゃん　２．金魚の
ギョロちゃん　3．ヤモリのコンブくん

30 ソロ 3年2組 松縄知花 フリードリヒ・クーラウ ソナチネ　20-1　ハ長調

31 ソロ 5年1組 田利潤実 ランゲ 花の歌

ヴァイオリン 2年1組 井筒美海

ピアノ 戸塚第一小学校教諭 土井候臣

33 ヴァイオリン 5年1組 渡邉駿 ヴィエニアフスキ ヴァイオリン協奏曲第2番第1楽章

pri. 2年2組 小野衣織

sec. 5年2組 小野友菜

pri.→sec. 人間科学部2年 村木桃子 ディズニー・プリンセスメドレー

sec.→pri. 社会科学部2年 宮本恵理子 ディズニー・ワンダー・マジックメドレー

pri. 基幹理工学部２年 吉川潤

sec. 政治経済学部２年 水浦雅晴

37 ソロ 社会科学部1年 萩原誠人 坂本龍一 戦場のメリークリスマス

38 ソロ 法学部1年 福田敦子 リスト 愛の夢 第三番

39 ソロ 政治経済学部１年 那須篤 ベートーベン ソナタ「悲愴」より第２楽章

40 ソロ 5年2組 小野衣織 ブルグミュラー 大雷雨

pri. 4年2組 中藤悠貴

sec. 2年2組 中藤彩翔

pri. 3年2組 安藤拓見 Silent Night

sec. 3年1組 佐藤息吹 Jingle bells

We wish you a Merry Christmas

4年1組 矢澤宙空 B.Mcguite Rspark

4年2組 矢澤希空 編曲　村田尚美

44 ソロ 5年2組 石崎功真 バッハ 主よ人の望みの喜びよ

45 ソロ 6年1組 小宮萌々子 ドビュッシー 「ピアノのために」より「プレリュード」

46 ソロ 6年2組 小宮奈々子 ドビュッシー 「版画」より「雨の庭」

47 ソロ 埼玉大学1年 大塚波音 George Michael ラスト･クリスマス

48 ソロ 文学部１年 小林暁 ドビュッシー 「子供の領分」より第４曲「雪は踊っている」

49 ソロ 政治経済学部１年 室伏由佳 ドビュッシー 「子供の領分」より第６曲「ゴリウォーグのケークウォーク」
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石川芳

サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より「終曲」

久石譲 君をのせて

アメイズィンググレイス

フランソワ＝ゴセック ガボット

J.S.ピアポント ジングルベル

グリーン・グリーン　～クリスマスバージョン～

文学部2年 橋本茉利奈

バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲

ハチャトゥリアン 仮面舞踏会

クリスマス・キャロル

坂本龍一 Merry Christmas Mr.Lawrence

モーツァルト 4手ピアノのためのソナタ 変ロ長調より 第3楽章

http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2_(%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%8F)


バッハ パルティータ1番プレリュディアム

チャイコフスキー 四季11月

51 ソロ 人間科学部2年 小幡千紗 メンデルスゾーン 無言歌集 Op.19-1「甘い思い出」

52 ソロ 日本女子大2年 北尾成美 リスト 愛の夢

53 ソロ 法学部2年 勝又友季子 ショパン 夜想曲第20番 嬰ハ短調

54 ソロ 政治経済学部１年 弘実伽奈子 シューベルト 即興曲 Op.90 No.2

55 ソロ 成蹊大学2年 藤澤龍太郎 ショパン スケルツォ4番ホ長調Op54

ジングルベル
合唱

きよしこの夜
18:25~18:35

第6部

17:20~18:15

ソロ50 只野歩先進理工学部1年


