
25日

第１部(13:00～13:55)第１部(13:00～13:55)第１部(13:00～13:55)第１部(13:00～13:55)
番号 形態 パート 学部学年 名前 作曲者 曲名

Pri. 法学部３年 井上開吏
Sec. 日本大学３年 山中美穂
Pri. 政治経済学部３年 今川史央里
Sec. 国際教養学部３年 尾登郁美
Pri. 文学部２年 鈴木亮太
Sec. 文学部２年 相澤修子

4 ソロ 学習院女子大学２年 江目愛 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第23番「熱情」第１楽章
5 ソロ 法学部２年 今井圭孝 モーツァルト ピアノソナタ第13番変ロ長調K.333

第２部(14:05～15:10)第２部(14:05～15:10)第２部(14:05～15:10)第２部(14:05～15:10)

Pri. 文学部３年 畑山雅俊
Sec. 文学部３年 松井洋平

ソロ 教育学部３年 渡辺英理 紗希＝SHiNO 你好★中国
ソロ 文学部３年 藤原由美子 ZUN＝Denko 慧音の子守唄
ソロ 日本大学１年 南雲あかね 管野よう子 創世のアクエリオン
ソロ 文学部３年 銘苅実土 川島だりあ ムーンライト伝説

Pri. 文学部３年 畑山雅俊
Sec. 法学部２年 上坂望

ソロ 文学部４年 山田純基 ryo 君の知らない物語
ソロ 商学部３年 奥泉洋平 片倉三起也 勇侠青春謳
ソロ 獨協大学３年 二重作夏奈 細野晴臣 心のアンテナ
ソロ 文学部３年 川本秀美 菅野よう子 放課後オーバーフロウ
ソロ 文化構想学部２年 佐々木かなえ 菅野よう子 ライオン
ソロ 教育学部３年 藤間紘奈 梶浦由記 魔法少女まどか☆マギカメドレー～ティロ・フィナーレ～

Pri. 教育学部２年 山田翔平 大久保薫、山口朗彦、河合英嗣
Sec. 商学部２年 森明史 編曲:山田翔平

第３部(15:20～16:35)第３部(15:20～16:35)第３部(15:20～16:35)第３部(15:20～16:35)
Pf. 東京藝術大学２年 蒲地あかり
Fl. 文化構想学部２年 飯島奈央

8 ソロ 文学部３年 銘苅実土 ヤコブ・ゲーゼ ジェラシー
シベリウス 樅の木
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｣

10 ソロ 創造理工学部４年 板谷創平 リスト ｢２つの伝説｣より 波を渡るパオラの聖フランチェスコ
11 ソロ 文学部２年 鈴木亮太 メンデルスゾーン 「夏の名残りのバラ」による幻想曲ホ長調Op.15
12 ソロ 東京音楽大学１年 尾堤綾乃 ベートーヴェン ピアノソナタ第13番Op.27-1

第４部(16:45～17:55)第４部(16:45～17:55)第４部(16:45～17:55)第４部(16:45～17:55)
13 ソロ 文化構想学部１年 今村大鑑 ショパン 前奏曲Op.28-15

アルベニス スペイン組曲第１集 Op.47より 第７曲「カスティーリャ」
ナイジェル・ヘス ラベンダーの咲く庭で

15 ソロ 文学部４年 入子佳史 グラナドス オリエンタル
サティ ジムノペディ第１番
リスト 愛の夢第３番

17 ソロ 創造理工学部１年 古内雄大 ショパン 幻想即興曲
ブラームス ６つの小品 Op.118より第２曲　インテルメッツォ
ベートーヴェン ピアノソナタ第26番「告別」より第２，３楽章

第５部(18:05～19:05)第５部(18:05～19:05)第５部(18:05～19:05)第５部(18:05～19:05)
19 ソロ 東京音楽大学１年 岡本千明 ベートーヴェン ソナタ第６番１，３楽章

前奏曲Op.32-5
楽興の時第４番

ソロ 創造理工学部４年 板谷創平 グリーグ ピアノソナタホ短調第４楽章
ソロ 政治経済学部１年 砂原早希 シベリウス もみの木
ソロ 文化構想学部２年 石田茉由 マデトヤ ワルツOp.34-4
ソロ 商学部２年 森明史 ノルドグレン  泉八雲の怪談によるバラードより「耳なし芳一」
ソロ 社会科学部２年 関麻莉恵 パルムグレン とんぼ

即興曲
森の精

ソロ 文学部４年 入子佳史 グリーグ 抒情的小品集第１０集より第１曲｢昔々｣
ソロ 首都大学東京３年 田尻啓祐 グリーグ 蝶々

第６部(19:15～20:10)第６部(19:15～20:10)第６部(19:15～20:10)第６部(19:15～20:10)
22 ソロ 教育学部３年 渡辺英理 ブラームス ２つのラプソディよりOp.79-2
23 ソロ 商学部２年 森明史 プロコフィエフ ピアノソナタ第７番「戦争ソナタ」第２，３楽章
24 ソロ 基幹理工学部１年 吉川潤 シューマン パピヨン
25 ソロ 帝京大学１年 萩原奈津美 ショパン 軍隊ポロネーズ
26 ソロ 東京音楽大学１年 瀬戸絢子 シューマン 幻想小曲集より ｢夕べに｣、｢夜に｣

愛の夢第３番
パガニーニによる大練習曲より第５番ホ長調「狩り」

早大ピアノの会 第83回定期演奏会

日時:８月25･26日(木･金) 開場:12:30 開演:13:00   27日(土) 開場:11:30 開演:12:00   於:角筈区民ホール

連弾

連弾

連弾

アニソン企画アニソン企画アニソン企画アニソン企画

基幹理工学部２年 水落隆一 ラフマニノフ

1

2

3 ラヴェル

フォーレ

石川芳 編曲 ディズニー・スーパー・ベストメドレー

組曲「ドリー」より｢子守唄｣、｢ミ・ア・ウ｣、｢スペイン風の踊り｣

亡き王女のためのパヴァーヌ

7 蒲地あかり 「白波風」の主題による二つの小品

9 ソロ 先進理工学部２年 前田圭太

6

連弾

連弾

田中公平 檄！帝国華撃団

みなみけメドレー

二重奏

連弾 大野雄二 ルパン三世のテーマ

14 ソロ 基幹理工学部４年 松倉広治

16 ソロ 政治経済学部２年 重松和人

18 ソロ 文化構想学部４年 天海才

北欧企画北欧企画北欧企画北欧企画

20

21

ソロ

ソロ 政治経済学部２年 重松和人 カスキ

27 ソロ 国際教養学部３年 尾登郁美 リスト



26日

第７部(13:00～14:00)第７部(13:00～14:00)第７部(13:00～14:00)第７部(13:00～14:00)

Pf. 文化構想学部１年 中曽根希美
Caj. 法学部１年 彦田和宏
Pf. 法学部１年 彦多和宏
Caj. 文化構想学部１年 中曽根希美
Pf. 教育学部３年 藤間紘奈
Caj. 人間科学部３年 矢野昭太郎
Pf. 人間科学部２年 桜井静
Caj. 人間科学部３年 矢野昭太郎
Pf. 文学部２年 高畑亮一
Caj. 商学部２年 森明史
Pf. 商学部２年 森明史
Caj. 文学部２年 高畑亮一
Pf. 社会科学部３年 山田南
Caj. 基幹理工学部３年 平松泰樹
Pf. 基幹理工学部３年 平松泰樹
Caj. 社会科学部３年 山田南
Pf. 社会科学部２年 関麻莉恵
Caj. 社会科学部２年 椎川まどか
Pf. 社会科学部２年 椎川まどか
Caj. 社会科学部２年 関麻莉恵

第８部(14:10～15:10)第８部(14:10～15:10)第８部(14:10～15:10)第８部(14:10～15:10)
29 ソロ 社会科学部１年 笠原総人 メンデルスゾーン 無言歌集第1巻より「狩の歌」
30 ソロ 先進理工学部１年 将田元春 ショパン 軍隊ポロネーズ
31 ソロ 商学部１年 小野地舞花 ドビュッシー アラベスク第1番
32 ソロ 先進理工学部３年 藤原希望 藤原希望 Untitled

横健介 桜の木になろう
フレディー・マーキュリー Somebody to Love
井上陽水 少年時代
久石譲 ジブリメドレー

第９部(15:20～16:15)第９部(15:20～16:15)第９部(15:20～16:15)第９部(15:20～16:15)

ソロ 基幹理工学部２年 松本勇樹 ソナチネト長調第１，２楽章
ソロ 文化構想学部２年 佐々木かなえ ピアノソナタ第1番ヘ短調第1楽章
ソロ 先進理工学部２年 近藤慎吾 ピアノソナタ第８番「悲愴」第２楽章
ソロ 先進理工学部２年 小林淳之介 ピアノソナタ第14番嬰ハ短調「月光」第３楽章
ソロ 文学部２年 西村祐子 ピアノソナタ第17番「テンペスト」第３楽章
ソロ 教育学部３年 渡辺英理 ピアノソナタ第20番ト長調第1楽章
ソロ 基幹理工学部２年 矢吹潤 ピアノソナタ第24番「テレーゼ」第１楽章
ソロ 社会科学部２年 椎川まどか ピアノソナタ第31番第３楽章

第10部(16:25～17:20)第10部(16:25～17:20)第10部(16:25～17:20)第10部(16:25～17:20)
35 ソロ 文学部３年 畑山雅俊 町田紀彦 secret base ～君がくれたもの～
36 ソロ 清泉女子大学１年 山下明日実 井上ヨシマサ Everyday、カチューシャ

死せる乙女その手には水月
エルの楽園[→side：Ａ→]

38 ソロ 政治経済学部３年 楢崎春奈 kohei GUILTY
Pri. 創造理工学部２年 田代晶子
Sec. 基幹理工学部２年 田村有希

Pri. 文学部２年 鈴木亮太

Sec. 商学部３年 奥泉洋平

Pri. 学習院女子大学２年 江目愛
Sec. 文学部２年 西村祐子

第11部(17:30～18:35)第11部(17:30～18:35)第11部(17:30～18:35)第11部(17:30～18:35)
42 ソロ 社会科学部１年 加藤瑞基 ベートーヴェン ピアノソナタ第１４番「月光」　

スカルラッティ ソナタK380
スクリャービン 練習曲Op.2-1、8-12

44 ソロ 法学部１年 勝又友季子 ショパン ノクターン遺作 嬰ハ短調
Pri. 政治経済学部１年 水浦雅晴
Sec. 先進理工学部２年 増村大輔
Pri. 先進理工学部２年 近藤慎吾
Sec. 社会科学部２年 シン宇橋
Fl. 文化構想学部２年 飯島奈央
Pf. 教育学部２年 山田翔平
Vn. 先進理工学部３年 藤原希望
Pf. 人間科学部２年 桜井静

第12部(18:45～19:40)第12部(18:45～19:40)第12部(18:45～19:40)第12部(18:45～19:40)
２台 Pf.1 先進理工学部３年 平山雅之
弾語 Pf.2 文化構想学部３年 茶園隆斗

Pf.1 社会科学部２年 関麻莉恵
Pf.2 文化構想学部２年 佐々木かなえ
Pf.1 法学部１年 横山智史
Pf.2 文学部１年 星野莉奈
Pf.1 商学部２年 森明史
Pf.2 文学部２年 相澤修子
Pf.1 文学部４年 片山隆
Pf.2 文化構想学部４年 天海才
Pf.1 文学部３年 藤原由美子
Pf.2 基幹理工学部４年 松倉広治
Pf.1 文学部３年 小川実
Pf.2 教育学部２年 山田翔平

ベートーヴェン=→Pia-no-jaC←

ドヴォルザーク＝→Pia-no-jaC←

J･シュトラウス２世＝→Pia-no-jaC←

→Pia-no-jaC←

二重奏

二重奏

二重奏

二重奏

二重奏

二重奏

二重奏

二重奏

うさぎDASH

組曲『』

→Pia-no-jaC←企画→Pia-no-jaC←企画→Pia-no-jaC←企画→Pia-no-jaC←企画

28

33 合唱 早大ピアノの会有志

→Pia-no-jaC←

→Pia-no-jaC←

台風

Time Limit

残月

blue moon

交響曲第９番ニ短調 「合唱」第４楽章

交響曲第９番ホ短調「新世界より」第４楽章

美しく青きドナウ

jack

二重奏

二重奏

→Pia-no-jaC←

→Pia-no-jaC←

→Pia-no-jaC←

→Pia-no-jaC←

ベートーヴェン企画ベートーヴェン企画ベートーヴェン企画ベートーヴェン企画

ベートーヴェン
34

世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より 第10曲｢世界中がすべて私のもの
であろうとも｣、第22曲｢季節は快楽の時｣、第23曲｢この上なく愛しい貴方｣
第24曲｢めでたし、最高に優美な人よ｣、第25曲｢あぁ、運命の女神よ｣

40 連弾 カール・オルフ

別科日本語専修課程１年 綾部琴美

48

連弾

連弾

二重奏

二重奏

Revo

組曲「ドリー」より ｢子守歌｣、｢ミ･ア･ウ｣フォーレ

ハチャトゥリアン ｢仮面舞踏会｣組曲より ワルツ

43 ソロ 先進理工学部３年 花崎祐

連弾41

39

37 ソロ

連弾

54

55 ２台

２台

２台

ブラームス ハンガリー舞曲第４番

49

50

51

52 ２台

２台

２台

堂本光一

ボザ

ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第５番ヘ長調第１楽章

ファンタジー・イタリエンヌ

｢真夏の夜の夢｣より 結婚行進曲メンデルスゾーン

45

46

47

愛のかたまり

フーガと神秘

組曲第２番Op.17より第４楽章「タランテラ」

ピアノ協奏曲イ短調第１楽章

２台のピアノのためのコンチェルティーノ

スラブ舞曲第１集より 第２番

禁じられた遊び片倉三起也

ドヴォルザーク

ショスタコーヴィチ

グリーグ

ピアソラ

ラフマニノフ

53



27日

第13部(12:00～13:00)第13部(12:00～13:00)第13部(12:00～13:00)第13部(12:00～13:00)
Pri. 教育学部３年 尾崎麻子
Sec. 国際教養学部３年 尾登郁美
Pri. 先進理工学部３年 藤原希望 藤原希望 Rain Drops
Sec. 人間科学部２年 桜井静 ドビュッシー 子供の領分より「ゴリウォークのケークウォーク」

58 ソロ 文学部２年 橋口旅人 ショパン 軍隊ポロネーズ
59 ソロ 跡見学園女子大学２年 加藤友希 モーツァルト ピアノソナタ第10番第３楽章 K.330

灰色の雲
夢の中で
凶星！

61 ソロ 教育学部１年 堀川洸 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第２３番｢熱情｣第３楽章
62 ソロ 政治経済学部１年 水浦雅晴 ラフマニノフ 前奏曲Op.3-2，23-5
63 ソロ 文化構想学部３年 蒲地さとね リスト ２つの演奏会用練習曲第１番変ニ長調　Waldesrauschen

第14部(13:10～14:15)第14部(13:10～14:15)第14部(13:10～14:15)第14部(13:10～14:15)
Pri. 文化構想学部３年 阿部奈緒美
Sec. 早大ピアノの会OB 森田亮介
Pri. 文学部３年 川本秀美
Sec. 日本大学３年 山中美穂
Pri. ？？？ キュア　ポンチャイン
Sec. ？？？ キュア　困リン

ソロ 基幹理工学部２年 矢吹潤 序曲
ソロ 文化構想学部３年 蒲地さとね 間奏曲

陽だまりの村
冒険の旅

ソロ 文学部３年 加藤夢三 王宮のロンド
ソロ 文化構想学部３年 蒲地さとね 戦闘
ソロ 文学部３年 畑山雅俊 レベルアップのテーマ
ソロ 政治経済学部２年 重松和人 さすらいのテーマ
ソロ 基幹理工学部３年 平松泰樹 精霊の冠
ソロ 東京藝術大学２年 蒲地あかり 楽しいカジノ
ソロ 創造理工学部１年 松林航祐 のどかな熱気球の旅
ソロ 文学部３年 加藤夢三 セーブ
ソロ 文化構想学部３年 蒲地さとね 敢然と立ち向かう
ソロ 商学部３年 奥泉洋平 結婚ワルツ

第15部(14:25～15:35)第15部(14:25～15:35)第15部(14:25～15:35)第15部(14:25～15:35)
68 弾語 文化構想学部３年 茶薗隆斗 宮本駿一 Caged Bird
69 弾語 文学部４年 城谷尚吾 BEGIN 涙そうそう

文学部４年 城谷尚吾
人間科学部３年 矢野昭太郎

71 ソロ 法学部２年 上坂望 ダリオ・マリアネッリ 映画｢プライドと偏見｣より ｢ジョージアナ｣、｢夜明け｣
72 ソロ 文学部３年 川田昌広 gao ファミマの主題による変奏曲

ソロ 文学部３年 銘苅実土 植松伸夫 Final Fantasy Ⅸより ｢眠らない街　トレノ｣
ソロ 文学部１年 橋本茉利奈 植松伸夫 Final Fantasy Ⅶより ｢ゴールドソーサー｣
ソロ 基幹理工学部３年 平松泰樹 植松伸夫 Final Fantasy Ⅹより ｢ザナルカンドにて」
ソロ 早大ピアノの会OB 森田亮介 植松伸夫 Final Fantasy Ⅷより ｢The Salt Flats｣
ソロ 文化構想学部３年 阿部奈緒美 浜渦正志 Final Fantasy Ⅹより ｢決戦｣
ソロ 文学部４年 片山隆 浜渦正志 Final Fantasy XIIIより ｢～誓い～　-　サンレス水郷｣
ソロ 商学部３年 奥泉洋平 植松伸夫 Final Fantasy Ⅲより ｢バトル１ - バトル２ - 最後の死闘｣
ソロ 商学部２年 森明史 植松伸夫 Final Fantasy Ⅳより ｢愛のテーマ｣

第16部(15:45～16:45)第16部(15:45～16:45)第16部(15:45～16:45)第16部(15:45～16:45)
74 ソロ 法学部３年 丸山悠登 モーツァルト 交響曲第２５番ト長調第１楽章
75 ソロ 文化構想学部４年 大木綾 グリーグ ホルベルク組曲より 第3曲「ガヴォット」第5曲「リゴードン」
76 ソロ 文化構想学部２年 石田茉由 サティ 最後から２番目の思想
77 ソロ 東邦音楽大学１年 明石梨那 ベートーヴェン ピアノソナタ「熱情」第１楽章
78 ソロ 人間科学部２年 桜井静 ショパン スケルツォ第２番

シューマン 幻想小曲集より「飛翔」
マスカーニ 歌劇｢カヴァレリア・ルスティカーナ｣より 交響的間奏曲

80 ソロ 商学部３年 奥泉洋平 サン＝サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール

第17部(16:55～17:55)第17部(16:55～17:55)第17部(16:55～17:55)第17部(16:55～17:55)
Pri. 文学部２年 相澤修子
Sec. 社会科学部２年 関麻莉恵
Pri. 文化構想学部４年 大木綾
Sec. 先進理工学部４年 森本仁嗣
Pf1.Pri. 教育学部２年 山田翔平
Pf1.Sec. 商学部２年 森明史
Pf2 基幹理工学部２年 水落隆一

84 ソロ 創造理工学部１年 松林航祐 ショパン ワルツ第２番
モーツァルト ピアノ・ソナタ８番第１楽章
プロコフィエフ ｢４つの小品｣より 悪魔的暗示

86 ソロ 社会科学部３年 山田南 ベートーヴェン ピアノソナタ第２１番ワルトシュタインより第１楽章

第18部(18:05～19:10)第18部(18:05～19:10)第18部(18:05～19:10)第18部(18:05～19:10)
87 ソロ 教育学部３年 尾崎麻子 ショパン バラード第３番
88 ソロ 基幹理工学部２年 田村有希 シューマン 幻想曲ハ長調Op.17より第２楽章
89 ソロ 文学部１年 角田みなみ ラフマニノフ＝リチャードソン ヴォカリーズOp.34-14
90 ソロ 文学部３年 松井洋平 ショスタコーヴィチ 「２４の前奏曲とフーガOp.８７」より 第24番ニ短調
91 ソロ 日本女子大１年 渡辺千明 ベートーヴェン ピアノソナタ５番第１楽章
92 ソロ 人間科学部２年 石原英理子 バッハ 半音階的幻想曲とフーガより幻想曲
93 ソロ 先進理工学部２年 増村大輔 スクリャービン ピアノソナタ第４番

ラフマニノフ

弾語70 森山直太郎 花

６つの小品Op.11より ｢スケルツォ｣、｢ワルツ｣

リスト

56 連弾

連弾57

60 ソロ 文学部２年 井川弘毅

67

64 連弾

連弾65

66 連弾

下村陽子 Destati

アシタカ聶記久石譲

高取ヒデアキ Arlight!　ハートキャッチプリキュア！

すぎやまこういち

ソロ 文学部１年 橋本茉利奈

Dragon Quest 企画Dragon Quest 企画Dragon Quest 企画Dragon Quest 企画

｢白と黒で｣より 第１曲

ピアノ協奏曲第1番「蠍火」

２台ピアノのためのソナタK.V448より 第１，３楽章

73

Final Fantasy 企画Final Fantasy 企画Final Fantasy 企画Final Fantasy 企画

文学部４年 片山隆

Virkato Wakhmaninov

ドビュッシー

モーツァルト

82

83

85

２台

２台

２台

ソロ

79 ソロ 文学部３年 加藤夢三

81


