
第１部(12:00～12:55）
演奏形態 パート 所属 氏名 作曲者 曲名

Pri. 政治経済学部1年 山本 健太

Sec. 文学部2年 畑山 雅俊

ソロ 社会科学部１年 椎川まどか →Pia-no-jaC← jack

森の精

夢

ソロ 学習院女子大１年 江目愛 リスト 愛の夢

エチュード Op.25-2

ワルツ 第２番

ソロ 早稲田中学校２年 奥村圭輔 ウェーバー 華麗なるロンド

ソロ 基幹理工学部１年 山田佑輔 レクオーナ アンダルシア

ソロ 基幹理工学部１年 水落隆一 フォーレ シチリアーノ

ソロ 先進理工学部1年 前田圭太 シューマン=リスト 献呈

第2部(13:05～14:05)
早稲田高校１年 岡崎啓一朗

早稲田高校１年 石塚久寛

Vla. 早稲田高校１年 小野元久

Cb. 早稲田高校教諭 三村卓

早稲田高校1年 岡崎啓一朗

早稲田高校1年 小野元久

早稲田高校1年 石塚久寛

Vla. 早稲田中学校1年 川上創

早稲田中学校3年 古賀健斗

早稲田高校教諭 三村卓

弾語り 人間科学部２年 矢野昭太朗 渡和久 “おかえりなさい”が待っている

弾語り 文化構想学部２年 茶薗隆斗 Gackt 12月のLove song

弾語り 文学部３年 城谷尚吾 松本孝弘 いつかのメリークリスマス

弾語り 人間科学部1年 桜井 静 イギリス民謡 Amazing grace

ソロ 文学部１年 廣田翔 ショパン ノクターン第２番変ホ長調Op.9-2

ソロ 東京音楽大学１年 大久保沙織 ベートーヴェン ソナタ第26番「告別」第２楽章・第３楽章

ソロ 政治経済学部２年 永田夕紀子 グリンカ＝バラキレフ ひばり

第3部(14:15～15:10)
人間科学部２年 矢野昭太朗

文化構想学部４年 高橋一勝

文化構想学部４年 鈴木有理

Fl. 政治経済学部2年 楢崎春奈

Pf. 文学部2年 加藤夢三

ソロ 先進理工学部１年 近藤慎吾 ショパン 仔犬のワルツ

ソロ 文学部1年 高畑亮一 松任谷由美 ルージュの伝言

ソロ 文学部1年 井川弘毅 武満徹 For Away

スカルラッティ ２つのソナタ

ショパン エチュードOp.10-12「革命」

ソロ 先進理工学部２年 松戸利樹 久石譲 アシタカ聶記

ソロ 先進理工学部1年 増村 大輔 リスト コンソレーション 第1番・第2番

第4部(15:20～16:20)
Pri. 基幹理工学部１年 松本勇樹

Sec. 基幹理工学部１年 水落隆一

３年２組 田利潤実

３年１組 籾木莉乃

１年２組 宇ノ木遙

４年１組 宇ノ木葵

２年１組 矢澤希空

２年２組 矢澤宙空

ソロ ３年１組 堀越あすか エステン 人形の夢と目覚め

ソロ ３年２組 小野衣織 平吉毅州 チューリップのラインダンス

ソロ ３年１組 石崎巧真 バッハ 平均律クラヴィーア曲集第１巻より 第１曲「プレリュード」

Vl. ２年１組 五十嵐将人

Pf. 社会科学部１年 椎川まどか

ラヴェル 前奏曲

シベリウス 樅の木

ソロ 社会科学部１年 シン宇橋 坂本龍一 戦場のメリー・クリスマス

ソロ 先進理工学部２年 花崎祐 カプースチン 8つの演奏会用エチュードOp.40より第2曲「夢」

ソロ 教育学部２年 渡邊英理 ショパン マズルカ第23番Op.33-2

ソロ 社会科学部１年 関麻莉恵 チャイコフスキー バレエ音楽｢くるみ割り人形｣より 終幕のワルツとアポテオーズ

第5部(16:30～17:30)
ソロ 社会科学部２年 山田南 ラフマニノフ 前奏曲「鐘」

基幹理工学部1年 津田啓史 リスト ラ・カンパネラ

ソロ 文学部２年 松井洋平 バッハ=ブゾーニ 来たれ、異教徒の救い主よ BWV659

FINAL FANTASY Ⅵより「妖星乱舞 第４楽章」

FINAL FANTASY Ⅷより「Waltz for the Moon」

ソロ ３年１組 稲垣史保 ブルグミュラー 貴婦人の乗馬

ソロ ５年２組 岡崎有沙 センヌヴィル＆トゥッサン 渚のアデリーヌ

ヴァイオリン ３年２組 渡邉駿 ヴィタリー シャコンヌ

４年１組 大畑衡

４年２組 木村胡桃

４年２組 高橋冬香

６年１組 井筒七海

４年２組 安東直生

４年１組 河崎洋汰郎

１年１組 佐藤息吹

５年２組 佐藤ゆう

Pri. 東京藝術大学1年 蒲地あかり

Sec. 文化構想学部2年 蒲地さとね

合唱(17:35～17:45)
ジングルベル

牧人ひつじを

きよしこの夜

弦楽器同好会

Vc.

山下達郎 クリスマス・イブ

ヘンデル ソナタ第３番 第１・第２楽章ヴァイオリン

早大ピアノの会有志

連弾ソナタ

メリーゴーランド

いのちの名前連弾

連弾

連弾

久石譲

瀬下健二

プーランク

トロンボーン四重奏 黒人霊歌 聖者の行進

となりのトトロ

ソロ 商学部2年 奥泉洋平 植松伸夫

ソロ 文学部１年 鈴木亮太

久石譲

Greeeen

Ｊ・シュトラウス１世

Ｊ．フレッド・クーツ サンタがまちにやってくる

ラデツキー行進曲

キセキ

連弾

連弾

連弾

ウクレレと歌

多重奏 マスネ タイスの瞑想曲

ジョンレノン＆オノヨーコ HAPPY　Xmas(WAR　IS　OVER)歌

ディベルティメント 第138番

Vl.

Vl.

モーツァルト

ショパンソロ 跡見学園女子大学２年 永岡咲紀

重松和人 カスキ政治経済学部1年ソロ

　　　　　　　　　　　　第３回早稲田クリスマスコンサートプログラム

小林亜星 あわてんぼうのサンタクロース連弾

ソロ 法学部２年 金子倫太郎


