
早大ピアノの会 第80回定期演奏会プログラム

8月26日(木)＠牛込箪笥区民ホール　12:30開場　　13:00開演

番号 形態 パート 所属 名前 作曲者 曲名

第1部 1 連弾 pri. 文学部2年 川本 秀美 ビゼー カルメン「序曲」

13：00～ sec. 社会科学部2年 山田 南

13:55 2 ソロ 社会科学部2年 新出 雄亮 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」より 第1楽章

3 ソロ 学習院女子大1年 江目 愛 シューマン 幻想小曲集Op.12より 第2曲「飛翔」

4 ソロ 基幹理工学部1年 水落 隆一 ショパン バラード 第1番

5 ソロ 文学部3年 山田 純基 メンデルスゾーン 無言歌集よりベニスの舟歌 Op.30-6

6 ソロ 青山学院大3年 原 祐樹 ショパン ポロネーズ Op.26-1

7 ソロ 教育学部1年 山田 翔平 ルクー ピアノソナタ ト短調より 第1,2,4,5楽章

8 連弾 pri. 文学部2年 川本 秀美 モーツァルト アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク

第2部 sec. 日本大学2年 山中 美穂

14:05～ ter. 社会科学部2年 山田 南

～15：00 Sound of Music企画(連弾)
9 pri. 文化構想学部3年 谷本 大輔 リチャード･ロジャース サウンドオブミュージック

sec. 社会科学部1年 椎川 まどか

pri. 教育学部2年 尾崎 麻子 私のお気に入り

sec. 商学部2年 矢田 梓実

pri. 社会科学部2年 新出 雄亮 ドレミの歌

sec. 文化構想学部2年 都甲 優美

pri. 教育学部2年 尾崎 麻子 もうすぐ17歳

sec. 国際教養学部2年 尾登 郁美

pri. 基幹理工学部2年 森 智彦 さよなら,ごきげんよう

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 エーデルワイス

sec. 先進理工学部2年 平山 雅之

pri. 文化構想学部3年 谷本 大輔 すべての山に登れ

sec. 国際教養学部2年 尾登 郁美

10 ソロ 文化構想学部2年 阿部 奈緒美 下村 陽子 Musique pour la tistesse de Xion

11 ソロ 人間科学部1年 桜井 静 Sammy Fain Alice in Wonderland

ドビュッシー 喜びの島

12 連弾 pri. 人間科学部3年 松田 妃香里 フォーレ 組曲「ドリー」より 子守歌、キティ・ワルツ、スペインの踊り

sec. 文学部3年 片山 隆

日本人作曲家企画
第3部 13 ソロ 政治経済学部1年 重松 和人 久石 譲 oriental wind

15：10～ ソロ 文化構想学部1年 佐々木 かなえ 志方 あきこ 迷夢

～16：05 連弾 pri. 教育学部2年 藤間 紘奈 青島 広志編曲 唱歌の12月より＜清い流れ・春の小川＞

sec. 教育学部2年 渡邊 英理

ソロ 文学部2年 加藤 夢三 久石 譲 cinema nostalgia

ソロ 基幹理工学部2年 森 智彦 三宅 棒名 赤とんぼ変奏曲

ソロ 文化構想学部2年 都甲 優美 大島 ミチル 風笛～あすかのテーマ

ソロ 基幹理工学部2年 平松 泰樹 すぎやまこういち ドラゴンクエストⅢより「おおぞらをとぶ」

ソロ 教育学部2年 藤間 紘奈 三善 晃 かけっこぎつね

舟木智介（ＴＯＭＯＳＵＫＥ）凛として咲く花の如く

ソロ 文化構想学部3年 天海 才 西村 由紀江 Obget

千住 明 GLORIA～希望の光～

ソロ 東京藝術大学1年 蒲地 あかり 蒲地 あかり 玉響

第4部 14 ソロ 東京音楽大学1年 大久保 沙織 ブラームス ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.5より 第1楽章

16：15～ 15 多重奏 文化構想学部1年 飯島 奈央 デュティユー Sonatine for flute and piano

～17:05 教育学部1年 山田 翔平

16 ソロ 跡見学園女子大学2年永岡 咲紀 クライスラー=ラフマニノフ愛の悲しみ

17 ソロ 社会科学部3年 松岡 千怜 ショパン ワルツ 第14番 ホ短調 遺作

18 ソロ 国際教養学部2年 尾登 郁美 シューマン 幻想小曲集 Op.12より 第2曲「飛翔」 第5曲「夜に」

19 ソロ 先進理工学部2年 花崎 祐 ショパン ポロネーズ 第5番 Op.44

第5部 20 ソロ 跡見学園女子大学1年加藤 友希 モーツァルト ピアノソナタ K.332

17：15～ 21 ソロ 社会科学部1年 関 麻莉恵 ショパン 3つのエコセーズ

～18：15 ショパン エチュード Op.10-3「別れの曲」

22 ソロ 首都大学2年 田尻 啓祐 リスト 愛の夢 第3番

23 ソロ 社会科学部3年 神田 裕介 ベートーヴェン ピアノソナタ　第8番「悲愴」より 第1楽章

24 ソロ 文化構想学部2年 大井 希 ラヴェル クープランの墓より リゴドン

25 ソロ 法学部2年 金子 倫太郎 ショパン プレリュード Op.28-4,17

ショパン 英雄ポロネーズ Op.53

Final Fantasy企画
第6部 26 連弾 pri. 先進理工学部4年 長井 淳 植松 伸夫 Vより「ビッグブリッジの死闘」

18：25～ sec. 文化構想学部3年 浜崎 史音

～19：15 ソロ 学習院女子大学1年 江目 愛 Ⅶより「エアリスのテーマ」

ソロ 文化構想学部2年 阿部 奈緒美 Ⅶより「J-E-N-O-V-A」

ソロ 文学部4年 谷口 雄大 Ⅷより「Fisherman's Horizon」

ソロ 商学部2年 奥泉 洋平 Ⅷより「The Extreme」

ソロ 商学部4年 森田 亮介 Ⅹより「浄罪の路」

ソロ 基幹理工学部2年 平松 泰樹 Ⅹより「Ending Theme」

ソロ 東京医科歯科大3年 小澤 諒 Ⅸより「ラストバトル」

ソロ 文化構想学部2年 阿部 奈緒美 Ⅸより「Melodies of Life」

ソロ 基幹理工学部3年 松倉 広治 「Chocobo Paraphrase -チョコボ・パラフレーズ-」

Sound Horizon企画(全曲Revo作曲、編曲者下記)
第7部 27 ソロ 文学部3年 山田 純基 こや 恋人を射ち堕とした日

19：25～ 多重奏 Vn. 文化構想学部3年 浜崎 史音 浜崎 史音 石畳の緋き悪魔

～20：15 Pf. 法学部2年 井上 開吏

連弾 pri. 文学部3年 半澤 奈菜 浜崎 史音 StarDust

sec. 文化構想学部2年 茶薗 隆斗

歌+Pf. Vo. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 白い狐=藤田 晋 檻の中の花

Pf. 政治経済学部3年 藤田 晋

連弾 pri. 文化構想学部2年 高橋 佳緒里 片山 隆 Yield

sec. 基幹理工学部2年 平松 泰樹

S-Rec 文学部3年 片山 隆

歌+Pf. Vo. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 藤田 晋 歓びと哀しみの葡萄酒

Pf. 先進理工学部2年 平山 雅之

多重奏 Vn. 文化構想学部3年 浜崎 史音 平松 泰樹 星屑の革紐

Pf. 国立音楽大学3年 田辺 絵理奈

多重奏 Vo. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 浜崎 史音 １１文字の伝言

Vn. 文化構想学部3年 浜崎 史音

Pf. 教育学部3年 小倉 侑子

8月30日＠杉並公会堂小ホール　12:30開場　　13:00開演

第8部 28 連弾 pri. 跡見学園女子大学2年永岡 咲紀 ハチャトゥリアン 仮面舞踏会より 「ワルツ」

13：00～ sec. 日本大学2年 山中 美穂

～13:55 29 ソロ 基幹理工学部1年 山田 祐輔 ショパン エチュード Op.10-5　「黒鍵」

30 ソロ 東京工科大学1年 磯山 由希子 ドビュッシー アラベスク 第1番

メンデルスゾーン 無言歌集より ベニスの舟歌 Op.30-6

31 ソロ 法学部2年 丸山 悠登 メンデルスゾーン 無言歌集より 狩の歌 Op.19-3

32 ソロ 先進理工学部1年 増村 大輔 フォーレ 舟歌 第1番

シューマン クライスレリアーナ Op.16より第5曲

33 ソロ 商学部1年 森 明史 スクリャービン ピアノソナタ第2番 「幻想ソナタ」より 第1楽章

34 ソロ 社会科学部1年 椎川 まどか ショパン 幻想曲 Op.49

バレエ組曲『くるみ割り人形』企画(連弾)
第9部 35 pri. 社会科学部1年 関 麻莉恵 チャイコフスキー 小序曲

14：05～ sec. 先進理工学部3年 森本 仁嗣

～14：45 pri. 教育学部2年 渡邊 英理 行進曲

sec. 理工M2 丹内 貴啓

pri. 文化構想学部1年 宮良 秋奈 金平糖の踊り

sec. 文学部1年 西村 祐子

pri. 文化構想学部3年 橋本 深智 ロシアの踊り

sec. 国立音楽大学1年 田中 里奈

pri. 社会科学部1年 関 麻莉恵 アラビアの踊り

sec. 教育学部2年 渡邊 英理

pri. 文化構想学部3年 大木 綾 中国の踊り

sec. 文学部3年 山田 純基

pri. 文学部1年 田中 佑果 葦笛の踊り

sec. 基幹理工学部1年 水落 隆一

pri. 国立音楽大学1年 佐藤 舞 花のワルツ

sec. 教育学部3年 小倉 侑子



第10部 36 ソロ 社会科学部1年 伊波 拓也 ショパン ワルツ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2

14：55～ 37 ソロ 文学部1年 加藤 美和 ベートーヴェン ピアノソナタ第23番 ヘ短調 Op.57「熱情」より 第3楽章

～15：45 38 ソロ 商学部1年 栗原 涼平 ゴットシャルク マンチャ

39 ソロ 先進理工学部1年 前田 圭太 カプースチン 8つの演奏会用エチュードOp.40より 第3曲 トッカティーナ

40 ソロ 先進理工学部1年 畠山 夏紀 ショパン 即興曲 第1番

41 ソロ 東京藝術大学1年 蒲地 あかり リスト バラード 第2番

42 ソロ 教育学部2年 尾崎 麻子 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調Op.27-2「月光」より 第3楽章

第11部 43 ソロ 文学部1年 高畑 亮一 アラン・メンケン Part of Your World

15：55～ 44 ソロ 文化構想学部3年 橋本 深智 桑田 圭祐 いとしのエリー

～16：45 45 ソロ 基幹理工学部3年 松倉 広治 ナイジェル・ヘス ラベンダーの咲く庭で

46 ソロ 文学部3年 半澤 奈菜 麻枝 准 夏影

dai dir

折戸 伸治 鳥の詩

47 ソロ 政治経済学部3年 蘆澤 宏美 久石 譲 Constriction

48 弾語 文化構想学部4年 高橋 一勝 矢野 絢子 ニーナ

第12部 49 連弾 pri. 高校生 大木 菜緒 フォーレ 組曲「ドリー」より 子守歌

16：55～ sec. 文化構想学部3年 大木 綾 ドビュッシー 小組曲より バレエ

～17：50 50 ソロ 文化構想学部1年 宮良 秋奈 ベートーヴェン ピアノソナタ　第10番ト長調 Op.14-2より 第1楽章

51 ソロ 日本大学2年 山中 美穂 シューマン 幻想小曲集　Op.12より 第2曲「飛翔」

52 ソロ 文学部2年 藤原 由美子 シューベルト 即興曲 Op.142-4

53 ソロ 文学部3年 宇野 瑠奈 ショパン バラード 第1番

54 ソロ 教育学部3年 小倉 侑子 ベートーヴェン ピアノソナタ　第18番　変ホ長調　Op.31-3より　第3，4楽章

第13部 55 ソロ 国際教養学部2年 竹中 翠 ドビュッシー 月の光

18：00～ 56 ソロ 先進理工学部4年 和田 丈慶 シューベルト 即興曲 Op.90-1

～18：50 57 ソロ 人間科学部3年 松田 妃香里 ショパン スケルツォ 第2番

58 ソロ 武蔵大学2年 星 友香子 リスト 愛の夢 第3番

59 ソロ 文化構想学部3年 天海 才 ベートーヴェン ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3より 第1楽章

シューマン=リスト 献呈

第14部 60 ソロ 文学部2年 松井洋平 レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲より 第1曲「イタリアーナ」,第3曲「シチリアーナ」,第4曲「パッサカリア」

19：00～ 61 ソロ 商学部2年 奥泉 洋平 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」より 喜劇役者の踊り

～19：55 62 ソロ 創造理工学部3年 板谷 創平 シューマン ピアノソナタ 第2番 ト短調 Op.22より 第１楽章

63 ソロ 先進理工学部4年 長井 淳 ショパン バラード 第2番

スクリャービン エチュード Op.42-5

64 ソロ 創造理工学部3年 國原 大志 ショパン バラード 第3番

8月31日＠杉並公会堂小ホール　　12:00開場　　12:30開演

第15部 65 連弾 pri. 社会科学部3年 松岡 千怜 ブラームス ハンガリー舞曲 第1番

12:30～ sec. 社会科学部3年 神田 裕介

～13：20 66 ソロ 文学部3年 入子 佳史 ベートーヴェン ピアノソナタ 第1番より 第1楽章

ショパン ノクターン 第19番

67 ソロ 文学部3年 久保田 雄也 ショパン 小犬のワルツ

68 ソロ 政治経済学部1年 重松 和人 カスキ 秋の朝

69 ソロ 文学部1年 相澤　修子 ラヴェル 水の戯れ

70 ソロ 東京理科大学2年 坂本 愛 ショパン ノクターン 遺作

71 ソロ 法学部1年 吉岡 大樹 ショパン マズルカ 第38番 嬰ヘ短調 Op.59-3

72 ソロ 法学部1年 佐藤 友紀 リスト ハンガリー狂詩曲 第15番

第16部 73 多重奏 As. 社会科学部3年 大原 麻実 和泉宏隆 TWILIGHT IN UPPER WEST

13：30～ 伴奏 基幹理工学部3年 松倉 広治

～14:25 74 ソロ 基幹理工学部4年 山東 俊裕 →Pia-no-jaC← 台風

ショパン エチュード Op.10-4

75 ソロ 商学部4年 森田 亮介 リスト サルヴェ・レジーナ　S.669/1

76 ソロ 社会科学部3年 後藤 遥加 J.S.バッハ 幻想曲 ハ短調

77 ソロ 武蔵野音楽大学2年 行場 早志 リスト バラード 第1番

78 ソロ 文化構想学部3年 大木綾 メンデルスゾーン 幻想曲 嬰ヘ短調「スコットランド風ソナタ」Op.28より第2,3楽章

79 ソロ 文学部4年 茂木 聖也 カプースチン ピアノソナタ第1番「ソナタ・ファンタジー」より 第4楽章

第17部 80 ソロ 文学部3年 片山 隆 ラフマニノフ プレリュード Op.23-5,6,7

14：35～ 81 ソロ 先進理工学部3年 森本 仁嗣 吉松 隆 プレイアデス舞曲集Ⅲ　より　多少華やかな円舞曲

～15：25 プレイアデス舞曲集Ⅳ　より　アレルヤの季節

82 声楽 Sp. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 箕作秋吉 悲歌

伴奏 商学部2年 奥泉 洋平 プッチーニ お聞き下さい、王子様

プッチーニ 氷のような姫君の心も

83 ソロ 東京音楽大学3年 森 愛恵 ショパン バラード第2番

84 ソロ 政治経済学部4年 佐藤 みずほ サン=サーンス アレグロ・アパッショナート Op.70

第18部 85 ダンス Pf. 28代OB さと☆ペン →Pia-no-jaC← 組曲『』

15：35～ tp. TAP-Lovers Airi 台風

～16：35 jack

86 合唱 早大ピアノの会有志 ミマス cosmos

久石譲 旅立ちの時

天使にラブソングをより Hail Holy Queen

87 ソロ 文化構想学部2年 都甲 優美 イルマ(ピアノアレンジ:久木山 直)Clementaine Ⅱ -to my little girl Ⅱ

弾語 奥　華子 ガーネット

88 弾語 文化構想学部2年 茶薗 隆斗 福山 雅治 Squall

89 ソロ 23代OG 平片 千恵 平片 千恵 風そよぐ谷

弾語 moka 黄色い列車

第19部 90 ソロ 青山学院大3年 原 佑樹 ショパン マズルカ Op.33-4

16:45～ 木村 弓 いつも何度でも

～17：40 91 ソロ 社会科学部2年 山田 南 久石 譲 人生のメリーゴーランド

92 ソロ 政治経済学部3年 藤田 晋 天門 映画「秒速５センチメートル」より 「想い出は遠くの日々」,「夢」,「END THEME」

93 弾語 文化構想学部3年 谷本 大輔 小渕 健太郎 蒼く優しく

94 弾語 文学部3年 城谷 尚吾 宮沢和史 島唄

長淵剛 乾杯

飛鳥涼 SAY YES

95 歌 Vo. 人間科学部2年 矢野 昭太郎 アラン・メンケン Part of Your World

Vo. 文化構想学部2年 都甲 優美 A Whole new world

伴奏 文学部4年 谷口 雄大

第20部 96 多重奏 Fl. 政治経済学部2年 楢崎 春奈 プーランク フルートソナタ 第1楽章

17:50～ 伴奏 文学部2年 加藤 夢三

～18:45 97 ソロ 文学部1年 井川 弘毅 シュトックハウゼン ピアノ曲Ⅶ

98 ソロ 27代OB 加藤 喜市 エリオット・カーター ピアノソナタより　第1楽章

99 ソロ 文学部4年 谷口 雄大 チャイコフスキー ドゥムカ Op.59

メトネル 「忘れられた調べ」第2集 Op.39 より 第5曲「悲劇的ソナタ」

第21部 100 2台 Pf1. 文学部3年 今原 綾香 モーツァルト 2台ピアノためのソナタより 第１楽章

18:55～ Pf2. 社会科学部3年 松岡 千怜

～19:40 101 Pf1. 基幹理工学部3年 松倉 広治 シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

Pf2. 社会科学部1年 椎川 まどか

102 Pf1. 先進理工学部2年 花崎 祐 葉加瀬太郎 情熱大陸

Pf2. 先進理工学部2年 松戸 利樹

103 Pf1.pri. 先進理工学部3年 森本 仁嗣 サン=サーンス 死の舞踏

Pf1.sec. 教育学部3年 小倉 侑子

Pf2.pri. 文化構想学部3年 大木 綾

Pf2.sec. 基幹理工学部3年 松倉 広治

104 Pf.1 法学部2年 金子 倫太郎 ショパン ロンド Op.73

Pf2. 跡見学園女子大学2年永岡 咲紀

104 Pf.1 法学部2年 金子 倫太郎 ショパン ロンド Op.73

Pf2. 跡見学園女子大学2年永岡 咲紀


