
５日５日５日５日
第１部(13:00～14:00)
番号 形態 パート 所属 氏名 作曲者 曲名

1 ソロ 国立音楽大学１年 佐藤舞 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

2 ソロ 文学部２年 銘苅実土 スコット・ジョプリン＝内田ゆう子 メープル・リーフ・ラグ

3 ソロ 社会科学部１年 シン宇橋 モーツァルト ピアノソナタ第１１番　第３楽章「トルコ行進曲」

Pri. 文学部１年 相澤修子

Sec. 文学部１年 鈴木亮太

バルトーク 「ミクロコスモス」第５巻　第１２２番　「同時に奏される和音と付随される和音」

ショスタコーヴィチ ２４の前奏曲とフーガ作品８７から第４番ホ短調

6 ソロ 日本大学２年 山中美穂 ベートーヴェン ピアノソナタ第２３番「熱情」第１楽章

第２部(14:10～15:05)
7 ソロ 先進理工学部２年 平山雅之 Revo エルの肖像

8 ソロ 創造理工学部２年 加藤太郎 久石譲 風の通り道

ギボンズ イタリア風グラウンド

バッハ ｢平均律クラヴィーア曲集｣より フーガハ短調

モーツァルト ピアノソナタk.330より 第１・３楽章

10 ソロ 先進理工学部１年 小林淳之介 ブラームス ２つのラプソディ 第２番

11 ソロ 商学部４年 森田亮介 リスト エクセルシオール！ ｢シュトラスブルク大聖堂の鐘｣より 前奏曲 S.500

ラヴェル クープランの墓より第４曲「リゴードン」

ショパン バラード第１番

第３部(15:15～16:10)
ショパン＝リスト ６つのポーランドの歌「乙女の願い」

スクリャービン 前奏曲Op.11-11  11-1

14 ソロ 文学部１年 鈴木亮太 ドビュッシー ロマンチックなワルツ

Pri. 社会科学部１年 関麻莉恵

Sec. 文化構想学部１年 佐々木かなえ

Pri. 文学部２年 畑山雅俊

Sec. 先進理工学部１年 近藤慎吾

Fl. 政治経済学部２年 楢崎春奈

伴奏 文学部２年 加藤夢三

18 ソロ 文化構想学部１年 石田茉由 サティ グノシエンヌ第１番 第３番

19 ソロ 跡見学園女子大学１年 加藤友希 メンデルスゾーン 無言歌集より 「狩人の歌」

20 ソロ 文化構想学部2年 蒲地さとね ショパン ノクターン第１番Op.9-1

21 ソロ 社会科学部１年 香村沙央理 ショパン 英雄ポロネーズ

第４部(16:20～17:20)
22 弾語 文化構想学部４年 高橋一勝 植村花菜 猪名川

atsuko・KATSU separation

福山雅治 はつ恋

ソロ 基幹理工学部１年 田村有希 序曲

ソロ 文学部１年 西原雅敬 間奏曲

ソロ 文学部２年 加藤夢三 ラダトーム城～広い世界へ

ソロ 社会科学部１年 関麻莉恵 もう一つの世界

ソロ 文化構想学部2年 蒲地さとね 戦闘～邪悪なるもの～悪の化身

ソロ 商学部2年 奥泉洋平 ジプシー・ダンス

ソロ 基幹理工学部１年 水落隆一 エーゲ海に船出して

ソロ 基幹理工学部２年 平松泰樹 おおぞらをとぶ～おおぞらに戦う

ソロ 東京藝術大学１年 蒲地あかり そして伝説へ･･･

第５部(17:30～18:30)
Pri. 学習院女子大学１年 江目愛

Sec. 文学部１年 西村祐子

26 ソロ 基幹理工学部１年 松本勇樹 バッハ メヌエット ト長調 BWV Anh.114

ギロック なつかしいヴァレンタイン

dai ふたり。ひとり。

doriko=ken ロミオとシンデレラ

28 ソロ 法学部２年 丸山悠登 YOSHIKI ALIVE

29 ソロ 文学部２年 川本秀美 原一博 Grip!

30 ソロ 先進理工学部２年 藤原希望 坂本龍一 Shining Boy and Little Randy

31 ソロ 文化構想学部３年 大木綾 グリーグ トロルドハウゲンの婚礼の日

32 ソロ 先進理工学部２年 花崎祐 ショパン バラード第３番

第６部(18:40～19:40）
33 ソロ 社会科学部２年 山田南 →Pia-no-jaC← ベートーヴェン交響曲第９番ニ短調作品１２５「合唱」第４楽章

34 ソロ 法学部３年 岡本彩 シューベルト ピアノソナタ第１９番　第１楽章

ポロネーズ第１番嬰ハ短調Op.26-1

ワルツ第９番変イ長調Op.69-1「告別」

Pri. 文学部２年 藤原由美子

Sec. 基幹理工学部３年 松倉広治

ベートーヴェン＝リスト 六つの歌Op.75より　第１曲　ミニヨン

シベリウス ５つのロマンティックな小品Op.101より　第５曲　ロマンティックな情景

38 ソロ 基幹理工学部１年 水落隆一 ドビュッシー 喜びの島

第82回定期演奏会 プログラム

日時：３月５日、６日　  ５日 12:30開場 13:00開演 　６日 11:30開場 12:00開演　　　場所：杉並公会堂小ホール

4 連弾 ラヴェル マ・メール・ロワより 「眠りの美女のパヴァーヌ」 「美女と野獣の対話」 「妖精の国」

5 ソロ 文学部２年 松井洋平

跡見学園女子大学２年 永岡咲紀

12 ソロ 人間科学部１年 桜井静

13 ソロ

茶薗隆斗

15 連弾 レクオーナ スペイン組曲「アンダルシア」より マラゲーニャ

16 連弾 シューベルト 軍隊行進曲第１番

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみわり人形」より　花のワルツ

17 二重奏 サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より 白鳥

23 弾語 文化構想学部２年

性格的で華麗な序曲　Op.54

35 ソロ 人間科学部３年

24

ドラゴンクエスト企画

すぎやまこういち＝今村康

25 連弾

武蔵大学２年 星友香子

松田妃香里 ショパン

36 連弾 ツェルニー

27 ソロ 文学部３年 半澤菜奈

37 ソロ

金子倫太郎法学部２年ソロ9



６日６日６日６日
第７部(12:00～13:05)

Pri. 先進理工学部２年 花崎祐♀

Sec. 商学部４年 森田亮介♂

Pri. 文学部２年 川本 ポニョ☆ 秀美

法学部２年 伊藤 ポニョ☆ 寛泰

社会科学部２年 山田 ポニョ☆ 南

ソロ 文学部２年 畑山雅俊 滝廉太郎 荒城の月

ソロ 獨協大学２年 二重作夏奈 滝廉太郎 憾

ソロ 基幹理工学部１年 水落隆一 山田耕筰 からたちの花

弾語 人間科学部２年 矢野昭太朗 いずみたく 見上げてごらん夜の星を

歌 先進理工学部２年 森山恵里

伴奏 文学部１年 鈴木亮太

ソロ 商学部４年 森田亮介 石井歓 「音のメルヘン」より第２２番

ソロ 教育学部２年 渡邊英理 吉松隆 ３つのワルツより「緑のワルツ」

ソロ 文学部２年 藤原由美子 小室哲哉 CAN YOU CELEBRATE?

Pri. 学習院女子大学１年 江目愛

Sec. 文化構想学部１年 佐々木かなえ

ソロ 社会科学部１年 関麻莉恵 湯山昭 土曜日のソナチネ

ソロ 教育学部２年 藤間紘奈 坂本龍一 東風

ソロ 商学部１年 森明史 菅野茂 Ordure , WVE-110b

ソロ 文学部４年 谷口雄大 佐藤慶子 あかね雲

第８部(13:15～14:15)
Pri. 跡見学園女子大学２年 永岡咲紀

Sec. 武蔵大学２年 星友香子

Pri. 国立音楽大学１年 佐藤舞

Sec. 国立音楽大学１年 田中里奈

Pri. 商学部２年 奥泉洋平

文学部３年 片山隆

政治経済学部３年 藤田晋

ソロ 文学部３年 半澤菜奈 ZUN＝雲音ゆこ 恋色マスタースパーク

ソロ 教育学部２年 藤間紘奈 ZUN=Denko Chinese Fantasy ～上海紅茶館

ソロ 文学部３年 片山隆 ZUN=Denko 慧音の子守唄

弾語 文化構想学部４年 高橋一勝 ZUN=myu314 人間が大好きなこわれた妖怪の唄

ソロ 文学部３年 山田純基 ZUN=雲音ゆこ 霊知の太陽信仰～Nuclear　Fusion

ソロ 基幹理工学部２年 平松泰樹 ZUN=Denko ピアノソナタ９番"こぉるどそなた"第３楽章

Pri. 文化構想学部４年 滝本辰作

Sec. 基幹理工学部３年 松倉広治

Pri. 商学部１年 森明史

Sec. 政治経済学部３年 藤田晋

第９部(14:25～15:25)
Pf1 Pri. 国立音楽大学１年 佐藤舞

Pf1 Sec. 教育学部１年 山田翔平

Pf2 pri. 国立音楽大学１年 田中里奈

Pf2 Sec. 文学部１年 橋口旅人

Pri. 政治経済学部２年 今川史央里

Sec. 教育学部２年 尾崎麻子

Pri. 日本大学２年 山中美穂

Sec. 東京音楽大学２年 小谷野栞

Pri. 商学部2年 奥泉洋平

Sec. 法学部1年 吉岡大樹

49 ソロ 先進理工学部１年 前田圭太 シャミナード 古い様式による小品Op.74

50 ソロ 社会科学部１年 椎川まどか シューマン アベッグ変奏曲

第10部(15:35～16:30)
森山直太郎　御徒町凧 さくら

槇原敬之 世界に一つだけの花

歌 文化構想学部４年 高橋一勝

歌 文学部３年 城谷尚吾

歌 文化構想学部２年 茶薗隆斗

歌 文学部１年 鈴木亮太

伴奏 人間科学部２年 矢野昭太朗

53 ソロ 文化構想学部３年 橋本深智 KAZUTOSHI SAKURAI NOT FOUND

54 ソロ 文化構想学部１年 佐々木かなえ ベートーヴェン ピアノソナタ第２３番「熱情」 第１楽章

55 ソロ 先進理工学部３年 森本仁嗣 ブラームス ６つの小品Op.118より第３曲「バラード」

Pri. 法学部２年 金子倫太郎 シューマン ピアノ５重奏曲第３楽章

Sec. 跡見学園女子大学２年 永岡咲紀 シャブリエ フランス行進曲

Pri. 社会科学部１年 関麻莉恵

Sec. 基幹理工学部１年 山田佑輔

40 連弾 久石譲 崖の上のポニョ
Sec.

39 連弾 ？ ポケモン金銀メドレー

41

日本人作曲家企画

歌 武満徹 小さな空

連弾 久石譲 アシタカ聶記

最終鬼畜妹フランドール・S２台Pf.

42 ２台Pf. エルガー＝福田直樹 愛の挨拶

43 ２台Pf. モーツァルト ２台ピアノのためのソナタ 第１楽章

「動物の謝肉祭」より第１４曲　フィナーレ

45 ２台Pf. ビゼー＝マック・ウィルバーグ カルメン幻想曲

Bad Apple!!
Sec.

２台Pf. ZUN=AVARON1205 神さびた古戦場～Suwa Foughten Field

歌劇「エフゲニー・オネーギン」より ワルツ

弾語 文学部３年 城谷尚吾

44

東方企画

モーツァルト ２台ピアノのためのソナタ 第１・３楽章

47

51

52

チャイコフスキー

２台Pf. サン＝サーンス

ZUN＝すっきー＝グラハム

ZUN=Masayoshi Minoshima=朝比奈

48 ２台Pf.

46 ２台Pf.

２台Pf.

連弾 ミシェル・ルグラン キャラバンの到着

マックス・マーティン I Want It That Way

56 連弾

歌

57



第11部(16:40～17:40)
Fl. 文化構想学部１年 飯島奈央

伴奏 教育学部１年 山田翔平

59 ソロ 文学部１年 井川弘毅 メシアン クロサバクヒタキ

「前奏曲集第２巻」より　ヒースの茂る荒れ地

「前奏曲集第１巻」より　アナカプリの丘

61 ソロ 社会科学部１年 伊波拓也 ベートーヴェン ピアノソナタ第８番「悲愴」 第２楽章

Pri. 文学部２年 川本秀美

Sec. 日本大学２年 山中美穂

Pri. 文化構想学部２年 阿部奈緒美

Sec. 商学部４年 森田亮介

歌 文化構想学部３年 谷本大輔

歌.伴奏 文化構想学部４年 高橋一勝

歌 先進理工学部２年 森山恵里

伴奏 先進理工学部２年 山岸健人

歌 東邦音楽大学３年 明石麗菜 中田喜直 さくら横ちょう

伴奏 商学部２年 奥泉洋平 プッチーニ オペラ「つばめ」より　ドレッタの美しい夢

第12部(17:50～18:50)
ショパン バラード第１番

シャミナード ６つの演奏会用練習曲　Op.35より　第２曲 「秋」

ラフマニノフ 前奏曲 Op.32-2

ショパン ノクターン 第１７番

69 ソロ 創造理工学部３年 板谷創平 ドビュッシー ベルガマスク組曲より プレリュード

70 ソロ 教育学部１年 山田翔平 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

文化構想学部2年 蒲地さとね

東京藝術大学１年 蒲地あかり

第13部(19:00～20:00)
72 ソロ 文学部３年 入子佳史 グリーグ 叙情的小品集Op.65より 第５曲「バラード風に」

73 ソロ 商学部１年 栗原涼平 ゴッドシャルク トーナメント・ギャロップ

Pri. 東京工科大学１年 磯山由希子

Sec. 社会科学部１年 関麻莉恵

75 ソロ 文学部１年 相澤修子 ショスタコーヴィチ 前奏曲とフーガ 第４番

76 ソロ 商学部2年 奥泉洋平 ベルリオーズ＝リスト 幻想交響曲より 第4楽章「断頭台への行進」

メンデルスゾーン 無言歌集より 「狩人の歌」

グリンカ＝バラキレフ ひばり

ブラームス 第８番　奇想曲

78 ソロ 商学部１年 森明史 ムソルグスキー 展覧会の絵より「鶏の足の上に建つ小屋 - バーバ・ヤーガ」 「キエフの大門」

60 ソロ 教育学部３年 小倉侑子 ドビュッシー

62 連弾 久石譲 ねこバス

64 歌 尾崎豊 I LOVE YOU

65 歌 プッチーニ オペラ「ジャンニ・スキッキ」より　私のお父さん

66 歌

ソロ 文化構想学部３年 天海才

68 ソロ 先進理工学部１年 増村大輔

71 連弾 ストラヴィンスキー バレエ「ペトルーシュカ」より 第１幕 １場～３場

63 連弾 ジョン・ウィリアムズ スターウォーズ メインテーマ

67

74 連弾 ブラームス ハンガリー舞曲第５番

77 ソロ 政治経済学部２年 永田夕紀子

58 二重奏 尾高尚忠 「フルート協奏曲」より 第１楽章


