
第第第第１１１１部部部部((((13131313::::00000000～～～～14141414::::05050505))))

Pri. 文学部 川本秀美

Sec. 社会科学部 山田南

2 ソロ 文学部 川田昌広 鬼龍院翔＝マオウ 女々しくて

宇多田ヒカル Passion

幻獣を守れ！

離愁

4 ソロ 基幹理工学部 平松泰樹 すぎやまこういち ドラゴンクエスト フィールドメドレー

5 ソロ 創造理工学部 加藤太郎 ショパン ｢12の練習曲 作品10｣より 第５番｢黒鍵｣

Pri. 教育学部 渡邊英理

Sec. 先進理工学部 平山雅之

7 ソロ 文学部 小川実 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番｢月光｣

第第第第２２２２部部部部((((14141414::::15151515～～～～15151515::::20202020))))

8 ソロ 先進理工学部 平山雅之 Revo Sound Horizonメドレー ～まさゆきベスト(仮)～

9 ソロ 文学部 川本秀美 川本秀美編曲 アニソンメドレー

Pri. 商学部 奥泉洋平

Sec. 文化構想学部 阿部奈緒美

桜庭統 The valedictory elegy

ショパン ノクターン第２番

バッハ＝ブゾーニ コラール前奏曲「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」

バッハ ｢フーガの技法｣より コントラプンクトゥス11

スカルラッティ ソナタ K.380

リスト 巡礼の年第１年 ｢スイス｣より 第６曲｢オーベルマンの谷｣

第第第第３３３３部部部部((((15151515::::30303030～～～～16161616::::35353535))))

Pri. 文学部 畑山雅俊

Sec. 文学部 松井洋平

人生のメリーゴーランド

旅立ち

沖縄民謡＝仲本政國 花ぬ風車

沖縄民謡＝中村透 じんじん

沖縄民謡＝中村透 べーべーぬ草

普久原恒勇＝仲本政國 芭蕉布

森純太=山田南 memories

ラフマニノフ 「幻想的小品集」より 前奏曲｢鐘｣、道化師

Pri. 先進理工学部 花崎祐

Sec. 国際教養学部 尾登郁美

チャイコフスキー＝リスト 歌劇｢エフゲニー・オネーギン｣より ポロネーズ

グノー＝リスト 歌劇｢ファウスト｣より ワルツ

第第第第４４４４部部部部((((16161616::::45454545～～～～17171717::::50505050))))

21 ソロ 文学部 畑山雅俊 大橋卓弥・常田真太郎 奏

Pri. 文学部 川本秀美

Sec. 日本大学 山中美穂

23 ソロ 法学部 丸山悠登 ベートーヴェン ピアノソナタ第31番第３楽章

Pri. 先進理工学部 花崎祐

Sec. 文学部 松井洋平

25 ソロ 文学部 藤原由美子 ブラームス パガニーニの主題による変奏曲

第第第第５５５５部部部部((((18181818::::00000000～～～～19191919::::00000000))))

Pri. 教育学部 尾崎麻子

Sec. 政治経済学部 今川史央里

27 ソロ 教育学部 渡邊英理 ショパン ワルツ第２番、第14番｢遺作｣

Fl. 政治経済学部 楢崎春奈

Pf. 先進理工学部 山岸健人

Pri. 法学部 伊藤寛泰

Sec. 文化構想学部 蒲地さとね

｢子供の情景｣より 第１曲「知らない国々」  第６曲「大事件」

                           　第７曲「トロイメライ」  第13曲「詩人のお話」

31 ソロ 国際教養学部 尾登郁美 ショパン 幻想曲

第第第第６６６６部部部部((((19191919::::10101010～～～～20202020::::20202020))))

ラフマニノフ 「幻想的小品集」より 前奏曲｢鐘｣

ブラームス ｢８つの小品｣より 第８曲｢奇想曲｣

33 ソロ 先進理工学部 山岸健人 ムソルグスキー 組曲｢展覧会の絵｣より プロムナード、小人、キエフの大門

34 ソロ 文化構想学部 蒲地さとね シューマン ウィーンの謝肉祭の道化芝居「幻想的情景」より フィナーレ

35 ソロ 日本大学 山中美穂 ベートーヴェン ピアノソナタ第21番｢ワルトシュタイン｣第１楽章

36 ソロ 教育学部 尾崎麻子 ショパン ピアノソナタ第３番第４楽章

37 ソロ 政治経済学部 今川史央里 ドビュッシー ｢ベルガマスク組曲｣より 第３曲｢月の光｣

Pri. 商学部 奥泉洋平

Sec. 社会科学部 山田南

早大ピアノの会 第31代 卒業演奏会
日時：３月10日(日) 12:30開場 13:00開演 20:30終演予定　会場：白寿ホール

24 連弾 シューマン 「東洋の絵」より 第４曲、第５曲
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連弾 チャイコフスキー＝タネーエフ 交響曲第４番第４楽章
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シューマン

ソロ 政治経済学部 永田夕紀子

ソロ 首都大学東京 田尻啓祐

二重奏 ゴーベール ロマンス

ペルシャの市場にてケテルビー連弾

連弾 久石譲＝でみほ これが最後だよ！でみほメドレー

連弾 ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー

奥泉洋平

カプースチン シンフォニエッタ第１楽章

会員有志による企画演奏(仮)

連弾

ソロ 商学部

連弾 田中公平 檄！帝国華撃団

ソロ 社会科学部 山田南

文学部 銘苅実土ソロ

ソロ 先進理工学部 花崎祐

ソロ 文学部 松井洋平

｢魔界戦記ディスガイア３｣より 魔立邪悪学園

ソロ

連弾

ソロ 久石譲

植松伸夫
阿部奈緒美文化構想学部

法学部 井上開吏

佐藤天平＝奥泉洋平

連弾 放課後ティータイム=でみなみ けいおん☆メドレー

連弾 ブラームス ｢大学祝典序曲｣より 抜粋

茶薗隆斗文化構想学部ソロ


