
於：杉並公会堂小ホール

3月6日
pri 商学部1年 松本夏海
sec 基幹理工学部1年 滝口千波

2 ソロ 文学部1年 田村祐貴 ショパン マズルカ イ短調 作品7の2
1部 バッハ トッカータ ホ短調 BWV914より フーガ

12:30 カプースチン 8つの演奏会用エチュードより トッカティーナ
～ 4 ソロ 専修大学1年 清水茜 リスト 愛の夢第3番

13:30 5 ソロ 日本女子大学2年 前田恵里 ショパン ノクターンOp.48-1
6 ソロ 文学部1年 鈴木仁実 ショパン エチュードOp.10-12「革命」、Op.10-5「黒鍵」
7 ソロ 創造理工学部2年 古家萌子 ベートーヴェン ソナタ第14番「月光」第3楽章
8 ソロ 政治経済学部2年 弘実伽奈子 リスト リゴレット・パラフレーズ

9 ソロ 政治経済学部1年 小林貴仁 メンデルスゾーン 春の歌
pri 政治経済学部１年 会田悠
sec 教育学部１年 岡田諒子

2部 11 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１楽章
13:40 12 ソロ 法政大学2年 佐々木淑 ベートーヴェン ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章
～ pri 政治経済学部2年 長谷彩加

14:35 sec 政治経済学部2年 室伏由佳
pri 政治経済学部2年 室伏由佳
sec 政治経済学部2年 長谷彩加

14 ソロ 先進理工学部1年 宮川翔貴 ショパン 幻想即興曲
15 ソロ 法学部1年 黒木諒 ベートーヴェン ピアノソナタ第23番「熱情」第1楽章

ドビュッシー アラベスク第1番
森田真奈美 I am

pri 基幹理工学部2年 坂牛和里
3部 sec 大妻女子大学2年 内山瑞菜

14:45 超絶技巧練習曲第1番「前奏曲」
～ 超絶技巧練習曲第7番「英雄」

15:45 19 ソロ 基幹理工学部1年 本多健士郎 ドビュッシー 風変わりなラヴィーヌ将軍
20 ソロ 社会科学部2年 萩原誠人 サティ ジムノペディ第１番
21 ソロ 政治経済学部1年 武村実紗 ショパン 英雄ポロネーズ
22 ソロ 東京音楽大学1年 渡部桃子 リスト 巡礼の年報第一年スイスより「オーヴェルマンの谷」

ソロ 人間科学部1年 中澤拓 天体観測
ソロ 法学部2年 落合歩未 スノースマイル

4部 ソロ 文学部3年 飯田玲奈 ロストマン
15:55 ソロ 創造理工学部2年 古家萌子 sailing day
～ ソロ 文学部1年 長谷川敦子 車輪の唄

16:45 ソロ 文学部2年 西脇淳美 カルマ
ソロ 文学部2年 石崎萌 supernova
ソロ 学習院女子大学2年 堀切里美 涙のふるさと
ソロ 商学部1年 松本夏海 真っ赤な空を見ただろうか
ソロ 文化構想学部2年 渡辺しおり 花の名

久石譲 Innocent
プーランク  15の即興曲より 第15番 ハ短調「エディット・ピアフを讃えて」
Prim 恋する☆宇宙戦争っ！！

5部 カプースチン 8つの演奏会用エチュードより第3番 トッカティーナ
16:55 「シンデレラ」からの3つの小品 作品95より 「ガヴォット」
～ 「シンデレラ」からの6つの小品 作品102より 「ワルツ(シンデレラと王子)」

17:55 Sop 国立音楽大学2年 田端史夏
Pf 大妻女子大学2年 内山瑞菜

28 ソロ 国際教養学部1年 作田有紀 ドビュッシー アラベスク第1番
29 ソロ 政治経済学部1年 樋口歩美 リスト 二つの演奏会用練習曲より第2番　小人の踊り

30 ソロ 法学部2年 水野哲郎 バッハ
イギリス組曲第2番イ短調　BWV.807より　プレリュード　アルマンド
ブーレⅠⅡ　ジーグ

ソロ 国際教養学部1年 浜川絵理 プレリュード第15番「雨だれ」 Op.28-15
ソロ 東京家政大学2年 後藤采香 エチュード「別れの曲」 Op.10-3

6部 ソロ 国際教養学部1年 尾崎瑛祐 ノクターン第20番
18:05 ソロ 政治経済学部2年 那須篤 ノクターン第13番 Op.48-1
～ ソロ 人間科学部1年 中澤拓 ワルツ第5番 Op.42

19:15 ソロ 法学部2年 中村建太 マズルカ第49番 Op.68-4
ソロ 社会科学部2年 萩原誠人 ポロネーズ第3番　「軍隊」 Op.40-1
ソロ 基幹理工学部2年 中島優人 バラード第2番 Op.38
ソロ 政治経済学部2年 鈴木花実 タランテラ Op.43
ソロ 先進理工学部2年 只野歩 バルカロール Op.60

pri 文学部１年 中野花恋
sec 政治経済学部2年 那須篤

33 ソロ 成城大学2年 久保芽生 ショパン ワルツ　遺作
巡礼の年1年『スイス』より第五曲 嵐

7部 巡礼の年3年 より第二曲 エステ荘の糸杉 Ⅰ:哀歌
19:25 35 ソロ 日本女子大学2年 宮﨑有沙 シューマン 幻想小曲集 Op. 12-4 気まぐれ
～ ヴェーベルン 子どものための小品

20:25 ハイドン ピアノソナタ 第38番 Hob.XVI23より第1楽章
ショパン 3つの新練習曲より第2曲

37 ソロ 先進理工学部2年 藤波美起登 ラヴェル 水の戯れ
pri 文化構想学部2年 中野加奈
sec 法学部2年 中村建太

文学部2年 梅原優樹

Harold Arlen Over The Rainbow

10 連弾 フォーレ 組曲「ドリー」より１．子守唄　３．ドリーの庭

1 連弾

3 ソロ

17

18 ソロ 商学部1年 大畠陸 リスト

16 ソロ 文化構想学部2年 青木愛実

26 プロコフィエフ

27

社会科学部1年 奥田敦貴

25

23

BUMP OF CHICKEN 企画

BUMP　OF　CHICKEN

24 ソロ 商学部2年 赤尾優太

二重奏 Andrew Lloyd Webber オペラ座の怪人よりThink of me 

ソロ 社会科学部2年 川井正稔

31

ショパン企画

ショパン

32

34 ソロ

連弾 リスト 祝祭ポロネーズ

文学部1年 曽根田康平 リスト

36 ソロ 先進理工学研究科修士1年 花崎祐

38 連弾 シューベルト 幻想曲D940より

13

早大ピアノの会　第91回定期演奏会
3月6日(木)　開場：12時10分　開演：12時30分　　　　3月7日(金）　開場：12時10分　開演：12時30分

サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より水族館

サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より化石

ソロ

バッハ フーガ　ト短調　BWV578連弾

連弾



3月7日
Pf1 pri 文学部１年 中野花恋
Pf1 sec 政治経済学部１年 村田理帆
Pf2 pri 文学部１年 齋藤まりの
Pf2 sec 政治経済学部１年 樋口歩美
Pf1 社会科学部4年 関麻莉恵
Pf2 教育学部4年 山田翔平
Pf1 教育学部2年 長澤恵理奈
Pf2 法学部2年 熊倉大輔

東京藝術大学4年 蒲地あかり
法学部4年 上坂望

Pf1 pri 法学部2年 落合歩未
8部 Pf1 sec 東京学芸大学2年 今喜多萌

12:30 Pf2 pri 創造理工学部2年 古家萌子
～ Pf2 sec 文学部2年 石崎萌

13:55 Pf1 政治経済学部１年 樋口歩美
Pf2 教育学部1年 中司貴大
Pf1 国際基督教大学2年 佐久間文
Pf2 文学部2年 梅原優樹
Pf1 社会科学部4年 関麻莉恵
Pf2 文学部4年 高畑亮一
Pf1 政治経済学部2年 那須篤
Pf2 先進理工学部2年 藤波美起登
Pf1 文学部6年 片山隆
Pf2 教育学部2年 木下リラ
Pf1 基幹理工学部2年 中島優人
Pf2 法学部2年 熊倉大輔

50 ソロ 文学部2年 昆美智子 ドビュッシー 夢
pri 法学部1年 岸あゆみ

9部 sec 法学部2年 中村建太
14:10 Pf 文学部1年 鈴木仁実
～ Vc 文化構想学部1年 牧浩一

15:10 53 ソロ 先進理工学部2年 松本悠理 ブラームス 間奏曲 第2番 変ロ短調 作品117-2
54 ソロ 社会科学部1年 金石和英 ベートーヴェン 月光第3楽章
55 ソロ 政治経済学部2年 室伏由佳 ドビュッシー 仮面
56 ソロ 政治経済学部2年 鈴木花実 ショパン バラード第4番　Op.52

ソロ 国際教養学部1年 尾崎瑛祐 片倉三起也 凶夢伝染
ソロ 社会科学部2年 川井正稔 片倉三起也 跪いて足をお嘗め
ソロ 法学部2年 永田琳人 片倉三起也=中島優人 勇侠青春謳

10部 ソロ 文学部2年 西脇淳美 片倉三起也 亡國覚醒カタルシス
15:20 ソロ 基幹理工学部2年 江間大輝 片倉三起也=中島優人 聖少女領域
～ 58 ソロ 基幹理工学部2年 森田朋暁 ドビュッシー 水の反映

16:20 pri 政治経済学部1年 武村実紗
sec 先進理工学部1年 宮川翔貴

60 ソロ 教育学部1年 小田恵里奈 ベートーヴェン 悲愴第3楽章
61 ソロ 成城大学2年 古宮果林 ショパン 革命
62 ソロ 政治経済学部1年 竹島みずき ドビュッシー ピアノのために　トッカータ

ソロ 商学部1年 大畠陸 民衆の踊り
ソロ 創造理工学部1年 茂木隆秀 街の目覚め

11部 ソロ 法学部1年 岸あゆみ メヌエット
16:30 ソロ 文学部1年 中野花恋 少女ジュリエット
～ ソロ 法学部2年 水野哲郎 仮面

17:25 ソロ 国際基督教大学2年 佐久間文 モンタギュー家とキャピュレット家
ソロ 文化構想学部2年 渡辺しおり 僧ロレンツォ
ソロ 商学部2年 赤尾優太 マキューシオ
ソロ 教育学部2年 鷲崎顕信 百合の花を持った乙女の踊り
ソロ 教育学部2年 木下リラ ロミオとジュリエットの別れ

64 ソロ 人間科学部2年 青砥理紗 リスト 愛の夢第3番
12部 65 ソロ 大妻女子大学2年 内山瑞菜 ベートーヴェン ソナタニ短調作品Op.31-2 第1楽章
17:35 66 ソロ 商学部1年 松本夏海 セヴラック 休暇の日々から 第1集 8.ロマンティックなワルツ
～ 67 ソロ 中央大学2年 重水美香 モーツァルト ピアノソナタ第12番へ長調 K.332 第3楽章

18:30 68 ソロ 基幹理工学部1年 寺岡航 ドビュッシー Pour le piano 2Sarabande
69 ソロ 文化構想学部2年 中野加奈 プロコフィエフ ピアノソナタ第6番Op.82より第4楽章
70 ソロ 文学部2年 小林暁 リスト リゴレット・パラフレーズ

Sax 教育学部2年 鷲崎顕信
Pf 国立音楽大学2年 田端史夏
Per 文学部2年 梅原優樹

13部 ドビュッシー 二つのアラベスク 1番
18:40 シューマン ウィーンの謝肉祭の道化より間奏曲
～ 73 ソロ 教育学部2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40-8　フィナーレ

19:40 74 ソロ 法学部2年 落合歩未 メンデルスゾーン ロンドカプリチオーソ
75 ソロ 社会科学部1年 辻田盛人 ショパン バラード第2番
76 ソロ 社会科学部2年 川井正稔 ドビュッシー ラモー礼賛
77 ソロ 法学部2年 熊倉大輔 シューマン ピアノソナタ第2番第1楽章
78 ソロ 教育学部1年 岡田諒子 プロコフィエフ ピアノソナタ第１番

ドビュッシー

ストラヴィンスキー

2台8手

2台

2台8手

39

40

小組曲より　バレエ

サーカスポルカ

47

48

49 ２台

2台

パガニーニの主題による変奏曲

進撃の巨人OPメドレー「自由への進撃」

半音階的大ギャロップ

2台

2台

2台

2台

41

42

43

44

45

46

ルトスワフスキー

Revo

リスト

ラヴェル

2台

2台

二重奏

モーツァルト ４手のためのソナタK.358より　第3楽章

ベートーヴェン ソナチネ

ピアノ協奏曲ト長調　第1楽章

ピアノ協奏曲ト長調より　終楽章

バレエ組曲くるみ割り人形より　「金平糖の精の踊り」

2台のピアノのための組曲　第2番　作品17　第4楽章　タランテラ

ピアノ協奏曲第1番より第3楽章

ピアノコンチェルト　第3楽章

ラヴェル

チャイコフスキー

ラフマニノフ

ハサノフ

ガ―シュイン

72 ソロ 文化構想学部1年 中山夏月

63

ロミオとジュリエット企画

プロコフィエフ

71 三重奏 葉加瀬太郎 エトピリカ

57

アリプロ企画

59 連弾 ブラームス ハンガリー舞曲第5番

51 連弾

52


