
第一部 連弾 Pri. 早稲田大学基幹理工学部3年 吉川潤 チャイコフスキー 第1曲 「小序曲」
10:15～11:15 Sec. 早稲田大学法学部3年 勝又友季子

連弾 Pri. 東京大学工学部4年 早川大智 チャイコフスキー 第2曲 「行進曲」
Sec. 早稲田大学教育学部2年 木下 リラ

連弾 Pri. 早稲田大学文学部2年 石崎萌 チャイコフスキー 第3曲 「こんぺい糖の精の踊り」
Sec. 早稲田大学基幹理工学部2年 中島優人

連弾 Pri. 早稲田大学文学部1年 齋藤まりの チャイコフスキー 第4曲 「ロシアの踊り」
Sec. 早稲田大学文学部1年 中野花恋

連弾 Pri. 東京大学理学部3年 野島遼 チャイコフスキー 第5曲 「アラビアの踊り」
Sec. 東京大学文科2類2年 竹村啓太

連弾 Pri. 早稲田大学法学部2年 中村建太 チャイコフスキー 第6曲「中国の踊り」
Sec. 早稲田大学政治経済学部2年 那須篤

連弾 Pri. 東京大学理科1類1年 生田絵美音 チャイコフスキー 第7曲 「葦笛の踊り」
Sec. 東京大学文科2類1年 井上ちひろ

連弾 Pri. 桐朋学園大学4年(東大) 中村ひとみ チャイコフスキー 第8曲「花のワルツ」
Sec. 東京大学医学部4年 井上茉南

2 ソロ 早稲田大学創造理工学部3年 松林航祐 ショパン 夜想曲 第12番 ト長調 Op.37-2
3 ソロ 東京大学理科1類1年 桑原淳 ドビュッシー 「版画」 より 第3曲 「雨の庭」
4 ソロ 東京大学理科3類2年 清水元喜 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第8曲 変ホ短調 BWV853
5 ソロ 早稲田大学政治経済学部1年 樋口歩美 ショパン スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 Op.39

第二部 6 ソロ 東京大学文科3類1年 岡田昌士 ショパン 3つのマズルカ op.50 より 第3曲
11:25～12:25 7 ソロ 東京大学理科2類1年 森大輔 シベリウス 10の小品 Op.24 より 第3曲 「カプリス」

8 ソロ 早稲田大学社会科学部3年 笠原総人 シベリウス 10の小品 Op.24 より 第9曲 ロマンス 変ニ長調
9 ソロ 東京大学理科2類2年 谷川洋介 J.S.バッハ フランス風序曲 BWV.831 より 序曲

連弾 Pri. 早稲田大学法学部1年 黒木諒 大友良英 あまちゃん オープニングテーマ
Sec. 早稲田大学社会科学部3年 松元工

11 ソロ 早稲田大学文学部2年 梅原優樹 ラヴェル 「クープランの墓」 より 第6曲 「トッカータ」
12 ソロ 東京大学経済学部4年 荒尾拓人 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 より 第22曲 変ロ短調 BWV867
13 ソロ 東京大学文科2類1年 内山健 ショパン ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 より 第1楽章
14 ソロ 早稲田大学政治経済学部2年 鈴木花実 ショパン タランテラ 変イ長調 Op.43
15 ソロ 東京大学医学部3年 平松拓馬 ラフマニノフ ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.36 （1931年版） より 第3楽章

第三部 16 ソロ 東京大学理科2類2年 石神一貴 リスト 2つの演奏会用練習曲 S.145 より 第1曲 「森のささやき」
12:35～13:30 17 ソロ 東京女子大学1年(早稲田) 中村香鈴 ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 ニ短調 Op31-2 「テンペスト」 より 第3楽章

18 ソロ 早稲田大学基幹理工学部2年 坂牛和里 ショパン 夜想曲 第19番 ホ短調 Op.72-1
19 ソロ 早稲田大学教育学部1年 中司貴大 三善晃 「海の日記帳」より第24番 手折られた潮騒

ドビュッシー 2つのアラベスク より 第2曲 ト長調
20 ソロ 東京大学工学部4年 早川大智 アーヴィング・バーリン ホワイト・クリスマス
21 ソロ 東京音楽大学1年(早稲田) 渡部桃子 ベートーヴェン ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 「ワルトシュタイン」 より 第3楽章
22 ソロ 東京大学理学部3年 和田有希 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
23 ソロ 早稲田大学商学部3年 渡辺裕貴 スクリャービン 幻想曲 ロ短調 Op.28

挨拶、写真撮影
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早東合同演奏会2013

於　早稲田奉仕園スコットホール

11月30日(土)　開場10:00　開演10:15


