
於　杉並公会堂小ホール

primo 法学部2年 熊倉大輔

second 政治経済学部3年 水浦雅晴

モーツァルト トルコ行進曲

ショパン 子犬のワルツ

3 ソロ 創造理工学部3年 古内雄大 下村陽子 The Other Promise

Pf 基幹理工学部1年 寺岡航

カホン 教育学部1年 山口遼

Pf 人間科学部1年 佐藤ゆり

カホン 人間科学部1年 中澤拓

Pf 文学部1年 古屋美優

カホン 文学部1年 鈴木仁実

Pf 社会科学部1年 奥田敦貴

タップダンス 社会科学部2年 萩原誠人

カホン1 政治経済学部1年 村田理帆

カホン2 教育学部1年 中司貴大

8 ソロ 人間科学部1年 本山理梨子 バッハ 主よ、人の望みの喜びよ

9 ソロ 文化構想学部2年 渡辺しおり ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女

10 ソロ 法学部1年 黒木諒 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

ソロ 文学部1年 関啓介 メリッサ

ソロ 商学部1年 松本夏海 ネオメロドラマティック

ソロ 文化構想学部3年 伊藤有香 シスター

Ｆｌ 文学部2年 昆美智子

Ｐｆ 商学部3年 宮崎直樹

ソロ 商学部3年 宮崎直樹 ジョバイロ

ソロ 文学部2年 西脇淳美 音のない森

ソロ 創造理工学部2年 古家萌子 Mugen

ソロ 東京音楽大学1年 片山結衣 サウダージ

ラフマニノフ 前奏曲Op.23-5

モーツァルト モーツァルト ソナタ K.457 第3楽章

13 ソロ 政治経済学部3年 砂原早希 バッハ イタリア協奏曲第3楽章

14 ソロ 基幹理工学部2年 坂牛和里 ベートーヴェン ピアノソナタ第8番　悲愴　第3楽章

15 ソロ 基幹理工学部2年 中島優人 カプースチン
８つの演奏会用エチュード Op.40より、No.2 Reverie〈夢〉、No.8 Finale
〈フィナーレ>

16 ソロ 社会科学部1年 冨田到 久石譲 summer

primo 創造理工学部2年 古家萌子

second 先進理工学部2年 益田匠

Pf 商学部3年 宮崎直樹

human
beatbox

政治経済学部2年 松石拓朗

19 ソロ 先進理工学部1年 柏木貴行 ジョージ・ウィンストン Variations on the Canon by Pachelbel

20 ソロ 政治経済学部2年 長谷彩加 ショパン ワルツ第7番

21 ソロ 商学部1年 白柳明香里 辻井伸行 神様のカルテ

22 ソロ 東京学芸大学2年 今喜多萌 ドビュッシー アラベスク第1番、第2番

23 ソロ 日本女子大学2年 宮崎有沙 ショパン エチュードOp.10-3,10-9

24 ソロ 基幹理工学部2年 森田朋暁 ベートーヴェン 月光第3楽章

25 ソロ 社会科学部1年 辻田盛人 ラフマニノフ 前奏曲Op.32-12,23-2

26 ソロ 創造理工学部1年 茂木隆秀 バッハ G線上のアリア

ベルガマスク組曲よりメヌエット、月の光

ロマンティックなワルツ

28 ソロ 政治経済学部1年 村田理帆 ショパン ポロネーズ 第1番 嬰ハ短調 作品26-1

29 ソロ 文学部1年 中野花恋 ショパン ポロネーズ 第3番 イ長調 作品40-1

30 ソロ 教育学部1年 中司貴大 ショパン ポロネーズ 第4番 ハ短調 作品40-2

31 ソロ 政治経済学部2年 那須篤 ショパン ポロネーズ 第5番 嬰ヘ短調 作品44

Pf 政治経済学部1年 劉 熙元

Vocal 国際教養学部1年 唐 楠

33 ソロ 政治経済学部1年 武村実紗 リスト 愛の夢第3番

34 ソロ 東京音楽大学1年 丹後七海 ラフマニノフ Sonata for Piano No.2 Mov1,Op.36

35 ソロ 文学部1年 長谷川敦子 ベートーヴェン 交響曲 第５番『運命』から 第１楽章

36 ソロ 文学部1年 関啓介 久石譲 アシタカせっ記

primo 教育学部1年 小田恵里奈

second 教育学部1年 相崎奈々

primo 文学部3年 飯田玲奈

second 法学部3年 勝又友季子

primo 社会科学部4年 関麻莉恵

second 商学部4年 森明史

40 ソロ 日本女子大学3年 北尾成美 辻井伸行 川のささやき

セブラック 休暇の日々から1,第一集,ロマンティックなワルツ

田中公平 ジョジョ～その血の運命

42 ソロ 文化構想学部1年 中山夏月 リスト ２つの演奏会用練習曲より『森のざわめき』

43 ソロ 日本女子大学2年 徳安慶子 ショパン スケルツォ第1番

44 ソロ 法学部2年 水野哲郎 チャイコフスキー ドゥムカ -ロシアの農村風景 op.59

ソロ 商学部4年 森明史 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅳ より　ファイナルファンタジーⅣメインテーマ

ソロ 社会科学部2年 萩原誠人 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅳ より　愛のテーマ

ソロ 文学部2年 石崎萌 Motoo Fujiwara FINAL FANTASY 零式　より　ゼロ

ソロ 文化構想学部3年 伊藤有香 浜渦正志 FINAL FANTASY Ⅹ より　雷平原

ソロ 教育学部2年 青木章悟 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅴ より　はるかなる故郷

ソロ ＯＧ 阿部奈緒美 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅰ～Ⅲ より　バトルメドレー

ソロ ＯＢ 奥泉洋平 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅴ より 決戦～最後の戦い

ソロ 文学部4年 高畑亮一 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅷ より　Eyes On Me

ソロ 文学部3年 橋本茉利奈 植松伸夫 FINAL FANTASY Ⅶ より　片翼の天使

ソロ 文化構想学部3年 伊藤有香 植松伸夫 ：FINAL FANTASY　メインテーマ

46 ソロ 日本女子大学2年 前田恵里 メンデルスゾーン ロンドカプリチオーソ

primo 法学部2年 井手桃子

second 法学部2年 中村建太

48 ソロ 東京音楽大学2年 岸川るつき プロコフィエフ ソナタ第3番

49 ソロ 教育学部3年 堀川洸 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第31番 第3楽章

50 ソロ 教育学部2年 長澤恵理奈 シューベルト Sonata D.664 イ長調 op120

51 ソロ 文学部1年 齋藤まりの ラヴェル 「クープランの墓」より  プレリュード、リゴドン、トッカータ

52 ソロ 先進理工学部1年 小林将也 リャプノフ 超絶技巧練習曲第十番「レズギンカ」

１部
11：25

～
12：30

宮川翔貴

　早大ピアノの会　第８９回定期演奏会

二重奏 ハート

8月29日

11

先進理工学部1年

関小百合 ロシアの森のくまさんの一週間

蝕

→Pia-no-jaC← 残月

連弾1

2 ソロ

二重奏

二重奏

17

→Pia-no-jaC←

多重奏7

6

5

4

Gershon Kingsley
=→Pia-no-jaC←

メインストリート•エレクトリカルパレード

商学部2年

Ｊａｃｋ→Pia-no-jaC←二重奏

ガーシュイン

田端史夏 ドビュッシー

David Friedman You're Already There二重奏

27 ソロ 国立音楽大学2年

４部
15：30

～
16：55

32

6つの小品 op11よりスケルツォ、スラヴァ

スコット•ジョプリン
＝→Pia-no-jack←

ジ•エンターテイナー

シューベルト 軍隊行進曲第1番

７部
19：45

～
21：00

47 連弾 ラフマニノフ

６部
18：35

～
19：35

37 連弾 ブラームス 交響曲第1番より第4楽章

３部
14：10

～
15：20

18 二重奏

赤尾優太ソロ12

連弾

ラプソディ・イン・ブルー
５部

17：05
～

18：25

41 ソロ 文化構想学部2年 青木愛美

39 連弾 カプースチン シンフォニエッタOp.49より第1楽章『序曲』

38 連弾

８月２９日（木）　開場：１１時１０分　開演：１１時２５分　　　　８月３０日（金）　開場：１０時３０分　開演：１０時４５分　　　８月３１日（土）　開場：１１時００分　開演：１１時１５分

ポルノグラフィティ

２部
12：40

～
14：00

ポルノグラフィティ企画

45

FINAL FANTASY企画



ジョプリン メープルリーフ・ラグ

ドビュッシー ミンストレル

54 ソロ 法学部2年 青木怜那斗 桑田佳祐 真夏の果実

55 ソロ 文学部2年 昆美智子 ショパン 華麗なる大円舞曲

56 ソロ 創造理工学部3年 古内雄大 ドビュッシー アラベスク第１番

Vc. 文化構想学部1年 牧浩一

Pf 文学部1年 鈴木仁実

モーツァルト ピアノソナタ第11番第1楽章

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

primo 文学部1年 岡添佑実子

second 文学部1年 齋藤まりの

primo 政治経済学部1年 竹島みずき

second 政治経済学部3年 砂原早希

primo 政治経済学部3年 松浦美季

second 社会科学部3年 宮本恵理子

62 ソロ 基幹理工学部1年 滝口千波 メンデルスゾーン ロンドカプリチオーソ

ソロ 教育学部1年 山口遼 DJYOSHITAKA FLOWER

ソロ 国際教養学部1年 前田瑞紀 TOMOSUKE 凜として咲く花のごとく

ソロ 教育学部3年 大塚瑞希 TAG アルストロメリア

劇団レコード 流砂の嵐

少年ラジオ neu

ソロ 基幹理工学部2年 江間大輝 Zektbach Blind　Justice　それぞれの正義

ソロ 社会科学部2年 川井正稔 virkato ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ

ソロ 社会科学部4年 関麻莉恵 兼田潤一郎＝山田翔平 GALAXY FOREST 11.6&12 on line

primo 政治経済学部１年 会田悠

second 教育学部１年 中司貴大

65 ソロ 商学部1年 松本夏海 プーランク 即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて

バッハ 3声インヴェンション第12番イ長調

ベートーヴェン ピアノソナタ第5番ハ短調Op10-1第1楽章

ラヴェル ボロディンの手法による ワルツ

サン=サーンス マズルカ1番

primo 法学部2年 落合歩未

second 先進理工学部2年 只野歩

ソロ 文学部2年 梅原優樹 夜蛾

ソロ 基幹理工学部4年 水落隆一 悲しい鳥たち

ソロ 文学部6年 片山隆 洋上の小舟

ソロ 教育学部2年 木下リラ 道化師の朝の歌

ソロ 文学部4年 相澤修子 鐘の谷

Back To Life

Go With The Flow

Aria

Jon Schmidt All of Me

71 ソロ 政治経済学部2年 松石拓朗 リスト 愛の夢第3番

72 ソロ 社会科学部3年 宮本恵理子 ベートーヴェン ピアノソナタ第12番第4楽章

primo 法学部3年 勝又友季子

second 基幹理工学部3年 吉川潤

ドビュッシー 月の光

L.harline=内田美雪 星に願いを～ジャズアレンジ

75 ソロ 文学部1年 中野花恋 リスト 『2つの伝説』より第2曲「波を渡るパオラの聖フランシス」

ソロ 法学部2年 落合歩未 ラフマニノフ 前奏曲op3-2「鐘」

ソロ 政治経済学部3年 砂原早希 ニーノ・ロータ 映画『道』より

ソロ 文学部1年 曽根田康平 スクリャービン 練習曲Op.8-12

ソロ 政治経済学部2年 松石拓朗
ハンス・ジマー、クラウスバデ
ルト、ジェフリーザネリ

He's a pirate

ソロ 政治経済学部1年 武村実紗 ショパン 幻想即興曲

ソロ 政治経済学部3年 松浦美季 ショパン バラード第1番

ソロ 東京家政大学2年 後藤采香 リスト 愛の夢第3番

ソロ 政治経済学部2年 鈴木花実 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」Op.27-2より終楽章

77 ソロ 立教女学院短期大学1年 森田彩花 ショパン 華麗なる変奏曲Op.12

78 ソロ 商学部3年 金 炯助 シューマン=リスト 献呈

政治経済学部2年 倉嶋麻里

政治経済学部2年 弘実伽奈子

80 ソロ 創造理工学部2年 今津文沙 上原ひろみ Islands Azores

81 ソロ 中央大学理工学部2年 重水美香 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調Op.31ー2「テンペスト」第三楽章

水野良樹 ありがとう-ピアノバージョン

松下奈緒 ｆ

83 ソロ 社会科学部1年 金石和英 ショパン 革命のエチュード

スクリャービン 前奏曲 Op.16-3,11-1

リスト 巡礼の年 第1年 「スイス」より第4曲 泉のほとりで

85 ソロ 国際基督教大学教養学部2年 佐久間文 Sergei Prokofiev Toccata in D minor, Op11

Pf 大妻女子大学文学部2年 内山瑞菜 Schubert Fruhlingsglaube

Soprano 国立音楽大学2年 田端史夏 Mozart Das Veilchen

87 ソロ 教育学部1年 小田恵里奈 ハチャトゥリアン 仮面舞踏会

ショパン 24の前奏曲作品28　第15番　変ニ長調　「雨だれ」

ラフマニノフ 10の前奏曲　作品23　第5番　ト短調　アラ・マルチア

89 ソロ 文化構想学部2年 中野加奈 ショパン スケルツォ第１番

90 ソロ 基幹理工学部3年 宮内麻衣 ショパン スケルツォ第2番

91 ソロ 先進理工学部2年 只野歩 ショパン スケルツォ第3番

92 ソロ 成蹊大学理工学部3年 藤澤龍太郎 ショパン スケルツォ第4番

ヴィラ=ロボス ブラジル風バッハ第4番より「プレリュード」

モンボウ 魔法の歌より「神秘な」

プロコフィエフ 3つの小品Op.96　第3曲　映画「レールモントフ」より「メフィスト・ワルツ」

94 ソロ 東邦音楽大学3年 明石梨那 リスト リゴレット・パラフレーズ

95 ソロ 商学部1年 大畠陸 ショパン 練習曲Op.10-3、10-4

プーランク 三つのノヴェレッテより 第三番ホ短調

ラヴェル 組曲「クープランの墓」より終曲 トッカータ

97 ソロ 東京音楽大学2年 本村成葉 スクリャービン ピアノソナタ第4番

ブラームス 2つの狂詩曲 Op.79-No.1 ロ短調

ラフマニノフ 幻想小曲集Op.3-第2番 前奏曲 嬰ハ短調「鐘」

ドビュッシー 版画より「塔」

ファリャ 火祭りの踊り

セブラック  休暇の日々から 第1集 8.「ロマンティックなワルツ」

シューマン 幻想小曲集 4.「気まぐれ」op 12

primo 基幹理工学部4年 水落隆一

second 東京藝術大学4年 蒲地あかり

primo 東京家政大学2年 後藤采香

second 商学部3年 渡辺裕貴

１４部
19：35

～
21：00

１２部
16：40

～
17：50

政治経済学部3年 石井里昴ソロ98

8月30日

サン=サーンス 「動物の謝肉祭」より水族館、鳥かご、終曲

ショパン 4手のための変奏曲 ニ長調

Giovanni Allevi

64

66

67

連弾

ソロ

68 連弾

9部
12：25

～
13：40

63

８部
10：45

～
12：15

53 ソロ

58

世界の約束

ヨハン=シュトラウス2世 こうもり序曲

倍賞千恵子

ベートーヴェン

スペイン舞曲第１番

１１部
15：15

～
16：30

74 ソロ 基幹理工学部1年 野崎琴代

１０部
13：50

～
15:05

69

本多健士郎基幹理工学部1年

ソロ

59 連弾

60 連弾

法学部1年 岸あゆみ

61 連弾

70

73 連弾

劉 熙元政治経済学部1年ソロ

１３部
18：00

～
19：25

86 二重奏

93 ソロ

84 ソロ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第二番 第一楽章

東京未来大学2年 弘本真路

先進理工学研究科
修士1年

花崎祐

79 連弾

82 ソロ

100 ソロ

交響曲第7番イ長調第1楽章

銀盤企画

鏡企画

音楽ゲーム企画

ラフマニノフ

メンデルスゾーン Allegro Brilliant Op.92

ピアノ連弾のための6つの小品 Op.11より
第2曲スケルツォ4,第６曲スラヴァ

連弾

連弾

商学部4年 森明史

ソロ

ソロ

文学部2年 梅原優樹

文学部1年 曽根田康平

ラヴェル

先進理工学部1年 山中悠裕

57 二重奏 ドボルザーク 「8つのユーモレスク」より第7番

101

102

96

99

76

ソロ

ソロ

文学部2年 西脇淳美

専修大学経済学部1年 清水茜

文学部2年 石崎萌

モシュコフスキー

国際教養学部1年 尾崎瑛祐ソロ88



Pf1.primo 法学部3年 勝又友季子

Pf1.second 教育学部2年 木下リラ

Pf2.primo 基幹理工学部4年 田村有希

Pf2.second 文学部4年 相澤修子

Pf1 東京音楽大学3年 柏木真衣

Pf2 政治経済学部3年 松浦美季

Pf1 法学部2年 中村建太

Pf2 学習院女子大学2年 堀切里美

Pf1.primo 社会科学部4年 関麻莉恵

Pf1.second 基幹理工学部2年 中島優人

Pf2.primo 先進理工学部2年 只野歩

Pf2.second 文学部3年 島田千晶

Pf1 政治経済学部2年 那須篤

Pf2 文化構想学部2年 中野加奈

Pf1 先進理工学部2年 藤波美起登

Pf2 文学部3年 飯田玲奈

Pf1 商学部3年 金 炯助

Pf2 法学部2年 落合歩未

Pf1 人間科学部3年 村木桃子

Pf2 人間科学部3年 小幡千紗

Pf1.primo 教育学部2年 前田怜菜

Pf1.second 政治経済学部2年 弘実伽奈子

Pf2.primo 基幹理工学部3年 宮内麻衣

Pf2.second 文学部3年 角田みなみ

ソロ 法学部2年 水野哲郎 第一集より1.水の反映

ソロ 社会科学部2年 川井正稔 第一集より2.ラモーを讃えて

ソロ 日本女子大学2年 宮崎有沙 第一集より3.運動

ソロ 文学部2年 小林暁 第二集より1.葉ずえを渡る鐘の音

ソロ 文化構想学部2年 中野加奈 第二集より2.そして月は廃寺に落ちる

ソロ 文学部2年 梅原優樹 第二集より3.金色の魚

primo 国立音楽大学2年 田端史夏

second 大妻女子大学文学部2年 内山瑞菜

primo 文化構想学部3年 小沢真彩

second 文学部4年 橋口旅人

115 ソロ 東京女子大学1年 中村香鈴 ベートーヴェン  悲愴 第3楽章

116 ソロ 社会科学部3年 松元工 久石譲 One Summer's Day

ショパン ワルツ第14番 遺作

ショパン 軍隊ポロネーズ

Fl 政治経済学部4年 重松和人

Pf 商学部3年 渡辺裕貴

119 ソロ 東京藝術大学2年 大崎由貴 バッハ 半音階的幻想曲とフーガ

Pf1 基幹理工学部4年 水落隆一

Pf2.primo 政治経済学部3年 水浦雅晴

Pf2.second 先進理工学部4年 増村大輔

Pf1 法学部2年 熊倉大輔

Pf2 先進理工学部2年 藤波美起登

Pf1 文学部3年 角田みなみ

Pf2 文学部4年 相澤修子

Pf1pri 成蹊大学理工学部3年 藤澤龍太郎

Pf1sec 商学部2年 赤尾優太

Pf2pri 東京音楽大学3年 柏木真衣

Pf2sec 政治経済学部3年 松浦美季

Pf1 東邦音楽大学3年 明石梨那

Pf2 基幹理工学部3年 宮内麻衣

Pf1 東京藝術大学2年 日比麻琴

Pf2 東京藝術大学2年 大崎由貴

Pf1 教育学部2年 木下リラ

Pf2 文学部6年 片山隆

127 ソロ 文学部1年 田村祐貴 ドビュッシー アラベスク第１番

primo 社会科学部3年 松元工

second 基幹理工学部2年 斉藤達

文学部3年 角田みなみ

文化構想学部3年 今村大鑑

130 ソロ 教育学部1年 山口遼 ショパン ワルツOp.34-1

131 ソロ 教育学部1年 相崎奈々 ドビュッシー 月の光

132 ソロ 教育学部1年 岡田諒子 シューマン 6つの間奏曲Op.4より1.イ長調、6.ロ短調

ロスラヴェッツ 3つのエチュードより第2番

ヴェーベルン 変奏曲

Sax 教育学部2年 鷲崎顕信 J.リヴィエ アルトサクソフォンとピアノの為の「シャンソンとパスピエ」

Pf 文学部2年 梅原優樹 P.クレストン アルトサクソフォンとピアノの為の「ソナタ」より第二楽章

135 ソロ 教育学部4年 山田翔平 ショパン スケルツォ第2番Op.31

富岡博志 明日へ

荒井由美 優しさに包まれたなら

作詞森山直太朗
作曲御徒町凧

虹

137 ソロ 埼玉大学2年 大塚波音 ドビュッシー 夢

138 ソロ 文化構想学部3年 小沢真彩 ビゼー ハバネラ

パルムグレン 3つの夜想的情景より 第1曲「星はまたたく」 Op.72-1

メリカント ロマンス Op.12

140 ソロ 法学部1年 加瀬由美子 シューベルト 即興曲第1番Ｏｐ.90-1

141 ソロ 文学部1年 鈴木仁実 グリーグ ピアノソナタOp.7より第1楽章

142 ソロ 政治経済学部4年 重松和人 ラヴェル リゴードン

primo 文学部2年 石崎萌

second 基幹理工学部2年 中島優人

pri.→sec. 社会科学部4年 椎川まどか

sec.→pri. 国際基督教大学教養学部2年 佐久間文

145 ソロ 社会科学部1年 奥田敦貴 リスト 愛の夢第3番

スクリャービン 「3つの小品」より練習曲 Op.2-1

バッハ イタリア協奏曲 第一楽章

147 ソロ 政治経済学部3年 水浦雅晴 ショパン バラード第2番

148 ソロ 先進理工学部1年 緒方瑠衣子 ラヴェル クープランの墓  前奏曲

ラヴェル 「クープランの墓」よりⅤ.メヌエット

ドビュッシー 「ピアノのために」より1.プレリュード

150 ソロ 法学部2年 井手桃子 ショパン 華麗なる円舞曲

151 ソロ 商学部3年 渡辺裕貴 ラフマニノフ 絵画的練習曲Ｏｐ．39-9

152 ソロ 政治経済学部2年 鈴木花実 ショパン ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58より第1楽章

153 ソロ 先進理工学部4年 増村大輔 フォーレ 即興曲第4番Op.91

ベートーヴェン ピアノソナタ4番 第1楽章

ショパン エチュードOp.25-12

155 ソロ 基幹理工学部3年 吉川潤 リスト タランテラ

156 ソロ 法学部2年 熊倉大輔 ラフマニノフ ピアノソナタ1番3楽章

１５部
11：15

～
12：25

１９部
17：25

～
18：55

8月31日

2台

110 2台

111 ２台

107

128 連弾 破矢ジンタ 夏祭り

２台

108 2台

103 2台

104 ２台

105 2台

スメタナ 2台8手のための1楽章のソナタ

ギロック シャンペントッカータ

106 2台

モーツァルト ２台ピアノのためのソナタ第１楽章

モーツァルト 2台ピアノのためのソナタ第3楽章

スクリャービン ２台のピアノのための幻想曲　イ短調

組曲『惑星』より「火星、戦争をもたらす者」ホルスト

114

117

118 二重奏

ソロ

連弾

ドビュッシー

ドヴォルザーク スラブ舞曲第１０番

リスト 半音階的大ギャロップS.219

ラフマニノフ 組曲第2番 Op. 17より 第3曲「ロマンス」

ミヨー スカルムーシュ3楽章  ブラジレイラ

中澤拓人間科学部1年

プーランク フルートソナタ第1楽章

109

１７部
14：15

～
15：30

120 2台

121 2台

122 2台

123 ２台

124 2台

125 ２台

２台126

「思い出」作品28より“パ・ド・ドゥ”

136

リムスキー=コルサコフ 熊蜂の飛行

バッハ ピアノ協奏曲第１番第1楽章

ラフマニノフ 交響的舞曲 Op.45 第3楽章

スメタナ ロンドハ長調

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」より(第2楽章)第3楽章

ラヴェル

チャイコフスキー

連弾

二重奏134

合唱

井川弘毅文学部4年

Samuel Barber

早大ピアノの会有志

2. Petit Poucet, 4. Entretiens de la Belle et de la Bête,
 5. Le Jardin Féerique from Ma Mère L'Oye

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」より、ワルツ

社会科学部3年 笠原総人

ソロ146 社会科学部3年 加藤瑞基

Maurice Ravel

139 ソロ

連弾143

144 連弾

東京音楽大学1年 片山結衣

教育学部1年 中司貴大

２０部
19：05

～
20：25

149 ソロ

154 ソロ

１８部
15：45

～
17：15

113 連弾 Alan Menken The Little Mermaid Medley

合唱企画

１６部
12：35

～
14：05

112

「ドビュッシー/映像」企画

ピアノ協奏曲第1番変ロ短調Op.23より第3楽章

133 ソロ

129

ラ・ヴァルス


