
会場　杉並公会堂小ホール

3月5日（火）
pri. 政治経済学部2年 松浦美季
sec. 文学部2年 飯田玲奈
pri. 創造理工学部1年 神山紘樹 Alan Menken/渋谷 絵梨香 アラジンより「A whole new world」
sec. 先進理工学部1年 益田匠 Alan Menken/森 真奈美 リトルマーメイドより「Under the sea」
pri. 先進理工学部1年 益田匠
sec. 創造理工学部1年 神山紘樹
pri. 創造理工学部1年 今津文沙 Richard M. Sherman &
sec. 東京学芸大学1年 今喜多萌 Robert B. Sherman
Pf 創造理工学部2年 古内雄大
Cajon 法学部2年 彦田和宏

5 ソロ 政治経済学部1年 室伏由佳 フォーレ 夜想曲第3番
6 ソロ 法学部１年 青木怜那斗 プロコフィエフ ロメオとジュリエットより　「モンタギュー家とキャプレット家」
7 ソロ 文学部2年 星野莉奈 ショパン バラード1番
8 ソロ 帝京大学医療技術学部2年 萩原奈津美 ベートーベン 月光ソナタ第3楽章
9 ソロ 商学部1年 赤尾優太 ショパン ワルツ 第2番 Op.34-1
10 ソロ 社会科学部1年 萩原誠人 ショパン ワルツ 第3番 Op.34-2
11 ソロ 文学部1年 西脇淳美 シューマン 飛翔

スカルラッティ ソナタK466
グリーグ 抒情小曲集 第10集Op.71より第3曲「小妖精」

13 ソロ 文学部1年 小林暁 リスト　 「3つの演奏会用練習曲」より「ため息」

pri. 文学部5年 半澤菜奈
sec. 政治経済学部5年 藤田晋

15 ソロ 社会科学部2年 加藤瑞基 ラフマニノフ 前奏曲Op.23-5
16 ソロ 文学部2年 島田千晶 ベートーヴェン ピアノソナタ第10番 第1楽章
17 ソロ 文化構想学部1年 青木愛実 シューベルト 即興曲Op.90-2
18 ソロ 日本女子大学１年 前田恵里 シューベルト 即興曲Op.90-3
19 ソロ 法学部1年 井出桃子 シューベルト 即興曲Op.90-4

ドビュッシー 『前奏曲集 第2巻 』より 第5曲「ヒースの咲く荒野」
スクリャービン 『12の練習曲』Op.8より 第12曲
スクリャービン 『12の練習曲』Op.8より 第12曲
ドビュッシー 前奏曲集第二巻より 第12曲 「花火」
プロコフィエフ 4つの小品より 第4曲 「悪魔的暗示」

22 ソロ 東京音楽大学2年 柏木真衣 リスト
巡礼の年 第二年 イタリアS.161 ダンテを読んで ソナタ風
幻想曲

23 ソロ 日本大学２年 中村優介 ZUN 神々が恋した幻想郷
ドビュッシー 「子供の領分」より第5曲 「小さい羊飼」

ドビュッシー
「子供の領分」より第1曲 「グラドゥス・アド・パルナッスム
博士」

25 ソロ 政治経済学部1年 那須篤 ショパン ポロネーズ 第5番

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3楽章
ソロ 法学部2年 勝又友季子 ベートーヴェン ソナタ第8番「悲愴」 第2楽章

pri. 基幹理工学部2年 宮内麻衣
sec. 社会科学部2年 笠原総人

ソロ 人間科学部2年 小幡千紗 ドビュッシー 喜びの島
pri. 教育学部1年 木下リラ
sec. 先進理工学部1年 藤波美起登
Pf1. 法学部1年 熊倉大輔
Pf2. 教育学部1年 長澤恵理奈
Pf1.pri. 先進理工学部1年 只野歩
Pf1.sec. 基幹理工学部1年 中島優人
Pf2.pri. 法学部1年 熊倉大輔
Pf2.sec. 文学部1年 梅原優樹

サティ ジムノペディ
ドビュッシー 前奏曲集第1集第8番 亜麻色の髪の乙女

28 ソロ 政治経済学部1年 長谷彩加 ショパン ワルツ 第7番
29 ソロ 基幹理工学部1年 森田朋暁 ショパン 幻想即興曲
30 ソロ 文科構想学部1年 中野加奈 ドビュッシー 「版画」より第1曲「塔」
31 ソロ 文学部3年 井川弘毅 バッハ 平均律クラヴィーア曲集第2巻より第23番ロ長調

ヘンデル 組曲第６番嬰ヘ短調よりジーグ
プロコフィエフ 束の間の幻影より第19番

33 ソロ 政治経済学部1年 鈴木花実 ショパン 幻想曲　Op.49
ショパン エチュードOp.10-9
シューマン=リスト 献呈

35 ソロ 法学部1年 中村建太 ショパン 幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61

36 ソロ 政治経済学部1年 荒木未来 Duke Elinton It don't mean a thing
Pｆ 商学部2年 辰巳梨里子
カホン 法学部2年 彦田和宏
Pf1. 法学部1年 中村建太
Pf2. 学習院女子大学1年 堀切里美
Pf.1 政治経済学部2年 砂原早希
Pf.2 法学部1年 熊倉大輔
Pf.1 社会科学部1年 萩原誠人
Pf.2 帝京大学2年 萩原奈津美
Pf.1 武蔵野音大2年 庄司采音
Pf.2 東邦音大2年 明石梨那
Pf.1 文学部5年 片山隆
Pf.2 教育学部1年 木下リラ
Pf.1 商学部4年 奥泉洋平
Pf.2 政治経済学部2年 砂原早希
Pf.1 基幹理工学部2年 宮内麻衣
Pf.2 文学部2年 角田みなみ
Pf.1 基幹理工学部2年 吉川潤
Pf.2 政治経済学部2年 水浦雅晴

2 連弾
Jimmie Dodd 「Mickey Mouse March」

二台 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

42 二台 サン=サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 Op.103「エジプト風」より 第3楽章

45 二台 ラフマニノフ 組曲2番 Op.17より第4曲「タランテラ」

「古典交響曲」より第1、3、4楽章

40 二台 ラヴェル ボレロ
5部

18:50

~

20:10

37
Pf

カホン
→Pia-no-jaC← 台風

38 二台 モーツァルト 2台のピアノのためのソナタより第1楽章

39

43 二台 チャイコフスキー 交響曲第2番「小ロシア」第4楽章

44 二台 カプースチン
ディジー・ガレスピーの"マンテカ"によるパラフレーズ 作品
129

41

4部

17:15

~

18:35

27 ソロ 法学部2年 桂愛子

32

26

連弾

連弾

二台

ソロ 商学部３年 森明史

34 ソロ 政治経済学部2年 松浦美季

3部

15:40

~

17:00

24 ソロ

Charlie Brown Medley

文学部1年 昆美智子

のだめカンタービレ企画

2部

14:05

~

15:25

21 ソロ

二台 チャイコフスキー 序曲「1812年」

サン=サーンス 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲第10番 Op.72-2

ガーシュイン ラプソディーインブルー

20 ソロ 文学部5年 片山隆

文学部1年 梅原優樹

二台 プロコフィエフ

早大ピアノの会　第８８回定期演奏会プログラム

3月5日（火）　開場12:00 開演12:30            3月6日（水）　開場11:30 開演12:00

１部

12:30

~

13:50

1 連弾 チャイコフスキー バレエ「くるみ割り人形」よりマーチ

坂本龍一 tong poo

12 ソロ 先進理工学部4年 花崎祐

14 連弾

3 連弾 Supercalifragilisticexpialidocius

4 二重奏 ThePianoGuys



3月6日（水）
ピアニカ 教育学部1年 木下リラ 大貫妙子 メトロポリタン美術館
ピアニカ 人間科学部2年 小幡千紗 久石譲 いのちの名前
ピアニカ 政治経済学部3年 重松和人 Zequinha Abreu Tico Tico
ピアノ 創造理工学部2年 古内雄大
カホン 法学部2年 彦田和宏
vo. 文学部4年 松井洋平
Pf. 先進理工学部4年 花崎祐
pri. 基幹理工学部1年 江間大輝
sec. 法学部1年 永田琳人

49 ソロ 政治経済学部1年 松石拓朗 ショパン ノクターン Op.9-2
50 ソロ 法学部2年 北白芽来 ショパン 華麗なる円舞曲
51 ソロ 法学部2年 横山智史 上原ひろみ トムとジェリー

pri. 先進理工学部1年 只野歩
sec. 法学部１年 落合歩未
pri. 法学部１年 落合歩未
sec. 先進理工学部1年 只野歩

53 ソロ 文科構想学部2年 伊藤有香 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 Op.72 No.2
54 ソロ 先進理工学部1年 益田匠 ベートーヴェン ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章
55 ソロ 基幹理工学部1年 中島優人 ショパン バラード1番

pri. 法学部2年 桂愛子 Sammy Fain/久木山 直 ピーターパンより「右から２番目の星」
sec. 文学部2年 中村綺菜 Sammy Fain/佐藤 暢宏 「君も飛べるよ！」

ソロ 学習院女子大学3年 江目愛 Leigh Harline/倉持 裕基 ピノキオより「星に願いを」

ソロ 文学部4年 銘苅実土 M・David,A・Hoffman,J・Livingston
/坂部 剛

シンデレラより「夢はひそかに」

ソロ 政治経済学部一年 弘実伽奈子 Alan Menken/Mahiro Horiguchi 美女と野獣より「Beauty and the Beast」
ソロ 法学部１年 熊倉大輔 Richard M. Sherman,Robert B. Sherman くまのプーさんより「くまのプーさん」

pri. 埼玉大学1年 大塚波音
sec. 東京家政大学1年 松岡里奈
pri. 文学部2年 角田みなみ リトルマーメイドより「Part of Your World」
sec. 商学部2年 辰巳梨里子 「Under the Sea」
pri. 法学部1年 福田敦子
sec. 東京家政大学1年 後藤采香
pri 教育学部1年 木下リラ
sec 文学部1年 梅原優樹

59 ソロ 日本女子大学英文学科1年 宮崎有沙 ショパン バラード3番 変イ長調
60 ソロ 基幹理工学部2年 宮内麻衣 プロコフィエフ ピアノソナタ第1番

pri. 帝京大学医療技術学部2年 萩原奈津美
sec. 商学部2年 金炯助
pri. 文科構想学部1年 中野加奈
sec. 社会科学部1年 萩原誠人
Pf 法学部2年 彦田和宏
Ob 文学部2年 小野内悠太

64 ソロ 国際基督教大学1年 佐久間文 ラヴェル ソナチネ
65 ソロ 文学部2年 飯田玲奈 ドビュッシー ベルガマスク組曲より プレリュード
66 ソロ 社会科学部2年 笠原総人 ドビュッシー ベルガマスク組曲より メヌエット
67 ソロ 教育学部2年 大塚瑞希 ドビュッシー ベルガマスク組曲より月の光
68 ソロ 政治経済学部2年 水浦雅晴 ドビュッシー ベルガマスク組曲より パスピエ

プーランク 8つの夜想曲より第4番
スクリャービン アルバムの綴りOp.58
ドリーブ バレエ曲「コッペリア」より前奏曲とマズルカ
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

71 ソロ 埼玉大学1年 大塚波音 森田真奈美 I am
植松伸夫 ザナルカンドにて
下村陽子 Sora - Allegro con brio
横健介 桜の木になろう
神前暁 God knows. . .
ショパン 練習曲 op.10-3「別れの曲」
ショパン 前奏曲 op.28-17

75 ソロ 教育学部1年 前田怜菜 カプースチン 8つの演奏会用エチュード　作品40-1　前奏曲
76 ソロ 文化構想学部2年 今村大鑑 ショパン 前奏曲Op.28-15

間奏曲Op.119-1
間奏曲Op.116-4

78 ソロ 法学部２年 勝又友季子 リスト　 コンソレーション第3番
pri. 文学部２年 角田みなみ
sec. 政治経済学部２年 水浦雅晴

リスト　 「リヒャルト・ワーグナーの墓に」S.202
ストラヴィンスキー 「火の鳥」よりフィナーレ

81 ソロ 商学部2年 渡辺裕貴 リスト　 ソナタ　ロ短調　第2・3楽章

83 ソロ 法学部1年 水野哲郎 ラヴェル 水の戯れ
84 ソロ 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30番 第1楽章,第2楽章
85 ソロ 先進理工学部1年 北山明親 シューマン ウィーンの謝肉祭の道化 フィナーレ
86 ソロ 跡見学園女子大学2年 梶ヶ野瑠美 ブラームス ピアノソナタ第3番　ヘ短調　作品5　第1楽章
87 ソロ 基幹理工学部2年 吉川潤 ショパン ソナタ第3番より終楽章

リスト　 超絶技巧練習曲第10番
リスト　 超絶技巧練習曲第11番夕べの調べ

89 ソロ 東邦音楽大学2年 明石梨那 F.ショパン 幻想曲 ヘ短調 作品49
90 ソロ 教育学部1年 木下リラ サンサーンス=リスト 死の舞踏

10部

18:25

~

19:55
88 ソロ 法学部１年 熊倉大輔

カプースチン シンフォニエッタ第一楽章

80 ソロ 文学部4年 松井洋平

9部

16:40

~

18:10

82 ソロ 基幹理工学部3年 田村有希 バッハ
イギリス組曲第3番ト短調 BWV808より プレリュード、アルマン
ド、ガヴォットⅠ&Ⅱ

73 ソロ 文学部5年 半澤菜奈

74 ソロ 政治経済学部3年

商学部4年 奥泉洋平

72 ソロ 文学部２年

ソロ

8部

15:05

~

16:25

61 連弾

重松和人

79 連弾

橋本茉利奈

ショパン=大宝博 ショパンメドレー

62 連弾 ドビュッシー 小組曲より第1曲「小舟にて」

77 ソロ 基幹理工学部3年 水落隆一 ブラームス

63 二重奏 サンサーンス オーボエとピアノのためのソナタ ニ長調 Op.166 第１,２楽章

69 先進理工学部3年 増村大輔

70 ソロ

ハンガリー舞曲第5番

7部

13:30

~

14:50

56

ディズニー企画

連弾

連弾 Alan Menken/倉本 祐基 アラジンより「A Whole New World」

連弾 Alan Menken/Kaoru Ishikawa

57 連弾 葉加瀬太郎 情熱大陸

58 連弾 ラヴェル ラ・ヴァルス

6部

12:00

~

13:15

46 五重奏

47
Pf

vocal
さだまさし 関白失脚

48 連弾 鷺巣詩郎 Quatre Mains

52 連弾 ブラームス
ハンガリー舞曲第1番


