
pri. 教育学部3年 大塚瑞希 Alan Menken作曲 Kaoru Ishikawa編曲 パート・オブ・ユア・ワールド
sec. 社会科学部3年 笠原総人 Alan Menken作曲 Kaoru Ishikawa、倉本裕基編曲 美女と野獣メドレー
pri. 人間科学部3年 村木桃子 大宝博 ファンティリュージョン
sec. 社会科学部3年 宮本恵理子 久木山直 エレクトリカルパレード ドリームライツ
pri. 法学部3年 彦田和宏
sec. 法学部2年 青木怜那斗
ter. 法学部１年 黒木諒
pri. 東京音楽大学3年 柏木真衣
sec. 政治経済学部3年 松浦美季
pri. 先進理工学部2年 只野歩
sec. 法学部2年 熊倉大輔

pf. 法学部3年 彦田和宏
caj. 文学部1年 古川愛莉

7 ソロ 商学部2年 赤尾優太 ショパン ワルツ 8番 Op.64-3
8 ソロ 法学部2年 中村建太 ラフマニノフ 前奏曲op.32-10
9 ソロ 教育学部2年 木下リラ シューマン 幻想小曲集 Op.12より第8曲「歌の終わり」
10 ソロ 基幹理工学部2年 中島優人 バッハ イギリス組曲第3番より プレリュード
11 ソロ 日本女子大学2年 前田恵里 ショパン 即興曲第1番 変イ長調

pri. 成蹊大学3年 藤澤龍太郎 ドビュッシー 小組曲より小舟にて
sec. 法学部１年 黒木諒 サン=サーンス 動物の謝肉祭よりフィナーレ

13 ソロ 法学部2年 水野哲郎 ショパン バラード第4番　ヘ短調　作品52

14 ソロ 文化構想学部2年 中野加奈 ラヴェル ソナチネ 第2楽章
15 ソロ 先進理工学部2年 藤波美起登 ベートーヴェン ピアノソナタ第28番第1楽章
16 ソロ 商学部3年 硲真悠 フランク・チャーチル いつか王子様が

6番目の駅
HANA-BI

18 ソロ 跡見学園女子大学3年 平岡芽衣 ドビュッシー アラベスク第１番
19 ソロ 法学部3年 北白芽来 シューマン アベッグ変奏曲
20 ソロ 政治経済学部3年 砂原早希 ドビュッシー 喜びの島

pri. 文化構想学部3年 熊谷祐香
sec. 政治経済学部3年 水浦雅晴

辰巳梨里子 編曲 クリスマスメドレー
Guy Wood My one and Only Love

23 ソロ 文化構想学部3年 伊藤有香 ハイドン 「皇帝讃歌」による変奏曲
リスト 愛の夢
辻井伸行 川のささやき

25 ソロ 社会科学部3年 宮本恵理子 グリーグ ホルベルク組曲 プレリュード・ガヴォット・リゴードン
リスト 巡礼の年 第2年「イタリア」より ペトラルカのソネット第104番
ショパン バラード第1番

　早大ピアノの会　第９０回定期演奏会

２０１３年１２月７日（土）　開場１４：３０　開演１５：００　１２月８日（日）　開場１４：００　開演１４：３０

12月7日

連弾

情熱大陸

連弾

26 ソロ 東邦音楽大学3年 明石梨那

21 連弾 Paul McCartney Hey Jude

5 連弾

3 ６手連弾

→Pia-no-jaC←

連弾 葉加瀬太郎

台風

カプースチン シンフォニエッタOp.49Ｉ.Overture.Allegro

6 二重奏

2 連弾

22 ソロ 商学部3年 辰巳梨里子

17 ソロ 商学部3年 宮崎直樹 久石譲

ソロ 日本女子大学３年 北尾成美

４部

１８：００
～

１９：０５

３部

１７：００
～

１７：５０

２部

１５：５０
～

１６：５０

１部

１５：００
～

１５：４０

24

4

1

12

Les Frères On y va!



pri. 文化構想学部3年 金塚ひろみ
sec. 文化構想学部3年 熊谷祐香
ter. 文学部3年 角田みなみ
pri. 政治経済学部3年 林田絵美
sec. 基幹理工学部4年 山田佑輔

リスト 愛の夢第3番
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ベートーヴェン 月光第1楽章
ドビュッシー 月の光

31 ソロ 文学部3年 島田千晶 サン=サーンス アレグロ・アパッショナート
32 ソロ 人間科学部3年 村木桃子 ショパン ノクターン　Op.48 no.1

ドヴォルザーク ユーモレスク7番
リスト オーベルマンの谷

ZUN 竹取飛翔
→Pia-no-jaC← ベートーベン交響曲第9番 ニ短調　　作品125「合唱」第4楽章

35 ソロ 文化構想学部3年 梁宰源 ショパン ワルツ9番 Op.69-1 告別
36 ソロ 政治経済学部3年 林田絵美 チャイコフスキー 花のワルツ
37 ソロ 東京音楽大学3年 柏木真衣 リスト 詩的で宗教的な調べ 第7曲 葬送

pf. 法学部3年 彦田和宏 上原ひろみ Place to Be
caj. 文学部2年 梅原優樹 カプースチン 8つの演奏会用エチュードより  No.3“Toccatina”

39 ソロ 社会科学部3年 加藤瑞基 シューマン 飛翔
40 ソロ 人間科学部3年 小幡千紗 シューマン＝リスト 献呈

15の即興曲より　第7番ハ長調
15の即興曲より　第15番ハ短調

42 ソロ 成蹊大学3年 藤澤龍太郎 リスト ハンガリー狂詩曲第12番

43 ソロ 文化構想学部3年 今村大鑑 桜井和寿作曲、奥山清編曲 常套句
作者不明 タランテラ
久石譲 Fantasia

45 ソロ 教育学部3年 大塚瑞希 ドビュッシー アラベスク1番、2番
46 ソロ 基幹理工学部3年 宮内麻衣 リスト ハンガリー狂詩曲第2番

ショパン エチュードOp.25-1「エオリアンハープ」
リスト ラ・カンパネラ

48 ソロ 文学部3年 角田みなみ ムソルグスキー 展覧会の絵より抜粋

pri. 文化構想学部3年 島田絵里香
sec. 社会科学部3年 松元工

50 ソロ 文学部3年 飯田玲奈 ドビュッシー 映像第1集より水の反映
シベリウス 抒情的瞑想より 第9曲「小さなセレナード」Op.40-9
グリーグ 抒情小曲集第8巻より 第6曲「トロルドハウゲンの婚礼の日」Op.65-6
ショパン 夜想曲第11番  Op.37-1
グリンカ＝バラキレフ ひばり

53 ソロ 政治経済学部3年 水浦雅晴 スクリャービン ソナタ4番
54 ソロ 基幹理工学部3年 吉川潤 ショパン 舟歌 Op.60

社会科学部3年ソロ44 松元工

12月8日

４手連弾 久石譲 晴れた日に

ソロ 創造理工学部3年 松林航祐

５部

１４：３０
～

１５：４０

６部

１５：５０
～

１７：００

７部

１７：１０
～

１８：１５

29 ソロ 帝京大学3年 萩原奈津美

30 ソロ 創造理工学部3年 古内雄大

34 ソロ 日本大学3年 中村優介

ふたたび

38 二重奏

41 ソロ 政治経済学部3年 石井里昂

連弾 久石譲

ソロ 社会科学部3年 笠原総人

プーランク

ソロ 政治経済学部3年 松浦美季

連弾 ヤマハミュージックメディア ディズニープリンセスメドレー

８部

１８：２５
～

１９：２５
52
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51

47

33

27

28

ソロ 法学部3年 勝又友季子


