
６月２６日（水） 　　　　於　大隈記念講堂　大講堂

1 ソロ 文学部1年 鈴木仁実 リスト 献呈
2 ソロ 法学部1年 岸あゆみ ベートーヴェン 悲愴第三楽章
3 ソロ 国際教養学部１年 前田瑞紀 ナイト・オブ・ナイツ　まらしぃアレンジver.

4 ソロ 文学部1年 中野花恋 ショパン 英雄ポロネーズ
5 ソロ 文学部1年 岡本伶奈 光田康典 風の憧憬
6 ソロ 国際教養学部１年 尾崎瑛祐 リスト パガニーニによる大練習曲第３番　嬰ト短調「鐘」
7 ソロ 教育学部1年 中司貴大 ラヴェル 水の戯れ
8 ソロ 文学部1年 曽根田康平 ラフマニノフ 楽興の時４番

9 ソロ 文化構想学部１年 中山夏月 シベリウス 樅の木
10 ソロ 商学部１年 三浦万梨恵 リスト 愛の夢第三番
11 ソロ 社会科学部1年 奥田敦貴 ガーシュイン ラプソディインブルー
12 ソロ 教育学部1年 太田悠介 加古隆 パリは燃えているか
13 ソロ 人間科学部１年 中澤拓 ショパン 幻想即興曲
14 ソロ 文学部1年 古川愛莉 ラヴェル ソナチネ第３楽章
15 ソロ 国際教養１年 浜川絵理 ドビュッシー 喜びの島

16 ソロ 文学部１年 田村祐貴 平井康三郎 幻想曲「さくら　さくら」
ショパン エチュード　Op.10-8

ショパン エチュード　Op.10-12

スクリャービン エチュード  Op,8-12

18 チェロ独奏 文化構想学部１年 牧浩一 バッハ 「無伴奏チェロ組曲」より第一番プレリュード
19 ソロ 法学部1年 黒木諒 リスト 愛の夢第三番
20 ソロ 政治経済学部1年 村田理帆 ショパン ワルツ第９番「別れのワルツ」

21 ソロ 商学部１年 谷口健司 レスピーギ
リュートの為の古風な舞曲とアリア　第４番「イタリア―
ナ」　第五番「シチリアーナ」

22 ソロ 商学部１年 三品祥子 サン・サーンス アレグロ・アパッショナート

23 ソロ 政治経済学部1年 武村実紗 ショパン 幻想即興曲
24 ソロ 教育学部1年 山口遼 カゲロウデイズ
25 ソロ 文学部1年 古屋美優 モーツァルト＝ファジル・サイ トルコ行進曲
26 ソロ 政治経済学部1年 竹島みずき ドビュッシー パスピエ
27 ソロ 商学部１年 白柳明香里 バッハ パルティータ第一番
28 ソロ 政治経済学部1年 小林貴仁 メンデルスゾーン 胸さわぎ
29 ソロ 法学部１年 加瀬由美子 リスト 愛の夢第三番
30 ソロ 教育学部1年 小田恵里奈 ベートーヴェン ピアノソナタ第8番　悲愴第三楽章
31 ソロ 政治経済学部1年 三科瑛吏子 ラヴェル 水の戯れ
32 ソロ 社会科学部1年 辻田盛人 リスト 超絶技巧練習曲１０番　ヘ短調

33 ソロ 政治経済学部1年 劉熙元 Ludovico Einaudi Oltremare

34 ソロ 基幹理工学部1年 寺岡航 ベートーベン 悲愴第二楽章
35 ソロ 教育学部1年 岡田諒子 ベートーヴェン ピアノソナタ第２４番「テレーゼ」　第一楽章Op.78

政治経済学部1年 樋口歩美
教育１年 中司貴大

37 ソロ 政治経済学部1年 松丸恵也 ベートーベン 月光第３楽章
38 ソロ 商学部１年 大畠陸 ショパン 英雄ポロネーズ

39 ソロ 社会科学部1年 冨田到 ベートーベン エリーゼのために
40 ソロ 社会科学部1年 金石和英 ショパン 幻想即興曲

文学部1年 田村祐貴
文化構想学部１年 牧浩一

42 ソロ 基幹理工学部1年 本多健士郎 ドビュッシー ゴリウォグのケークウォーク

43 ソロ 創造理工学部２年
リチャードサハ
ラハルタント

松枝智子＝国府弘子 久遠～光と波の追憶～

44 ソロ 基幹理工学部1年 滝口千波
Hans Zimmer , Klaus

Badelt & Geoffrey Zanelli
彼こそが海賊

45 ソロ 商学部１年 松本夏海 ランゲ 花の歌
46 ソロ 東京未来大学２年 弘本真路 ベートーヴェン ピアノソナタ第１７番「テンペスト」第３楽章 op.31-2

47 ソロ 文学部1年 齋藤まりの シューベルト ピアノソナタ第１７番Op.53より第一楽章

金魚草
樅の木

49 ソロ 社会科学部1年 平田奈保美 リスト ため息
メンデルスゾーン ベニスの舟歌作品３０の６
イグナシオ・セルヴァンテス もう踊らない

51 ソロ 先進理工学部1年 緒方瑠衣子 ドビュッシー 雨の庭
52 ソロ 東京音大１年 片山結衣 プロコフィエフ ピアノソナタ第３番　作品３１

Beethoven Sonata No.7 Op.10-3 ①Presto ③Menuetto ④Rondo

Chopin Etude Op.10-4

54 ソロ
東京藝大音楽学部器

楽科2年
大崎由貴 ショパン スケルツォ第４番　ホ長調　Op.54

55 ソロ 社会科学部1年 ベハリン Gean bora Storm of desert

56 ソロ 日本女子大学１年 津島翔子 ドビュッシー ベルガマスク組曲 Ⅰ.前奏曲
57 ソロ 大妻女子大学２年 内山瑞菜 ショパン 幻想即興曲

ラヴェル 前奏曲
ハチャトゥリアン トッカータ

59 ソロ 日本女子大２年 徳安慶子 ショパン スケルツォ１番

ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット
ブラームス 6つの小品より作品118 第3番 バラードト短調

61 ソロ 先進理工学部1年 小林将也 プロコフィエフ ピアノソナタ第七番　第３楽章
62 ソロ 政治経済学部1年 樋口歩美 ショパン ソナタ３番　op.58 一楽章

48 ソロ 東京女子大

ソロ 社会科学部1年

53 ソロ
東京藝大音楽学部ピア

ノ科2年

60 ソロ 先進理工学部1年

源馬のぞみ

中村香鈴 シベリウス

日比麻琴

早大ピアノの会　新人演奏会　2013　

36 連弾

41 デュオ

ラヴェル

６部

16:55~17:55

ソロ

マ・メール・ロワ　より　第３曲「パゴダの女王レドロネッ
ト」　第５曲「妖精の園」

シューマン 二人の擲弾兵

開場　１０時4０分　開演　１1時0５分

７部

18:10~20:15

１部

11:05~12:05

3部

13:30~14:20

4部

14:35~15:35

５部

15:50~16:40

２部

12:20~13:15

17 ソロ 東京音大１年 丹後七海

山中悠裕

58

教育学部1年 相崎奈々50


