
部 番 姓 名 せい めい 所属 学年 作曲者 演奏曲⽬

1 1 髙橋 花穂 たかはし かほ 桐朋 1 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1楽章 
1 2 ⼤道 ⿇優⼦ おおみち まゆこ ⽂Ⅰ 1 ハイドン ピアノソナタ 第47番 ロ短調 Hob.XVI-32 より 第1楽章
1 3 多⽥ 明弘 ただ あきひろ 早稲⽥ 4 ショパン スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31
1 4 徳⽥ 陽向 とくだ ひなた 理Ⅰ 1 シューマン ⼦供の情景 Op.15 より 第7曲 「トロイメライ」

ラフマニノフ 10の前奏曲 Op.23 より 第5曲 ト短調
1 5 ⽯⼭ 和暉 いしやま よしあき 理Ⅲ 1 ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第1曲 ハ⻑調

リスト パガニーニによる⼤練習曲集 S.141 より 第3曲 嬰ト短調 「ラ・カンパネッラ」

2 1 印藤 ⾐璃⼦ いんとう えりこ 千葉 M1 清塚信也 Baby, God Bless You
2 2 中⼭ 夏帆 なかやま なつほ 理Ⅲ 1 ドビュッシー ベルガマスク組曲 より 第3曲 「⽉の光」
2 3 千原 ⼤知 ちはら だいち 理Ⅱ 1 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ⻑調 Op.53 「英雄」
2 4 諏訪 優介 すわ ゆうすけ ⽂Ⅰ 1 ラヴェル 「クープランの墓」 より 第1曲 「前奏曲」・第3曲 「フォルラーヌ」・第6曲 「トッカータ」
2 5 パンブディ リズキ ぱんぶでぃ りずき 農 M1 モーツァルト ピアノソナタ 第11番 イ⻑調 K.331 「トルコ⾏進曲付き」 より 第3楽章 
2 6 岡本 雄哉 おかもと ゆうや 理Ⅰ 1 ショパン 夜想曲 第20番 嬰ハ短調 遺作
2 7 ⼋⽊ 理緒 やぎ りお ⽂Ⅰ 1 J.S.バッハ イタリア協奏曲 ヘ⻑調 BWV.971 より 第1楽章

プーランク 15の即興曲 より 第13曲 イ短調

3 1 緒⽅ 亜⽂ おがた あもん 教育 D1 久⽯譲 「千と千尋の神隠し」 より 「あの夏へ」
千住明 「⾵林⽕⼭」 より 「メインテーマ」

3 2 ⻘島 彬浩 あおしま よしひろ 理Ⅰ 1 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
3 3 鈴⽊ 真翔 すずき まなと 理Ⅰ 1 ショパン 夜想曲 第13番 ハ短調 Op.48-1
3 4 松⼾ 美咲季 まつど みさき 東洋 2 ショパン スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31
3 5 安部 俊太郎 あべ しゅんたろう ⽂Ⅰ 1 カリンニコフ ロシア間奏曲

メシアン ピアノのための前奏曲 （1964）
ヒンデミット ピアノソナタ 第3番 変ロ⻑調 より 第4楽章 

4 1 細⾒ 萌瑛 ほそみ もえ 理Ⅰ 1 ドビュッシー 2つのアラベスク より 第1曲 ホ⻑調
4 2 有福 ⼤輔 ありふく だいすけ 千葉 1 ラヴェル ⽔の戯れ

リスト 「愛の夢」 3つの夜想曲 S.541 より 第3曲 変イ⻑調
4 3 織本 佳世 おりもと かよ 東⼥ 2 ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第1曲 ハ⻑調

ラフマニノフ 楽興の時 Op.16 より 第6曲 ハ⻑調 ・第4曲 ホ短調
4 4 姜 勝皓 じゃん しぇんはお 理 M1 サティ ジュ・トゥ・ヴ
4 5 秋吉 優佳 あきよし ゆうか 東京医科 1 J.S.バッハ 6つのパルティータ 第1番 変ロ⻑調 BWV.825 より 第1曲 前奏曲・第2曲 アルマンド

リスト 即興的ワルツ S.213
4 6 ⼭⼝ 寛⼈ やまぐち ひろと 理Ⅱ 1 バダジェフスカ ⼄⼥の祈り
4 7 鈴⽊ 美⽣ すずき みお ⽂Ⅲ 1 ラフマニノフ 10の前奏曲 Op.23 より 第5曲 ト短調

5 1 ⽥中 遼 たなか はるか 理Ⅰ 1 ワーグナー＝リスト 歌劇 「ローエングリン」 より 「エルザの⼤聖堂への⼊場」
5 2 墨⽮ 梓 すみや あずさ ⽂Ⅱ 1 ショパン 即興曲 第4番 嬰ハ短調 Op.66 「幻想即興曲」
5 3 壹岐 友⾥恵 いき ゆりえ 新領域 D1 ショパン 夜想曲 第8番 変ニ⻑調 Op.27-2
5 4 関⼝ 達也 せきぐち たつや 理Ⅰ 1 ベートーヴェン ピアノソナタ 第23番 へ短調 Op.57 「熱情」 より 第3楽章
5 5 北原 ⾹菜 きたはら かな 茶⼥ 1 ショパン ⾈歌 嬰ヘ⻑調 Op.60
5 6 吉⽥ 悠真 よしだ ゆうま 理Ⅰ 1 ショパン スケルツォ 第4番 ホ⻑調 Op.54

6 1 ⼩澤 彩希 おざわ あやき 茶⼥ 1 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ⻑調 Op.53 「英雄」
6 2 横⼭ 流⾹ よこやま るか 東京理科 1 ドビュッシー 喜びの島
6 3 佐々⽊ 悠貴 ささき ゆうき 東京農⼯ 2 ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
6 4 貴⽥ 駿 きだ しゅん 慶應 M2 リスト 3つの演奏会⽤練習曲 S.144 より 第3曲 変ニ⻑調 「ため息」
6 5 ⻄⼭ 響貴 にしやま ひびき 理Ⅰ 1 ドビュッシー 前奏曲集 第2集 より 第8曲 「⽔の精」

ショパン バラード 第3番 変イ⻑調 Op.47

第1部 開演09:50 終演10:40

終演後 写真撮影

最終更新⽇ 2022/6/1
実施責任者 堀⽥海⽃

東京⼤学ピアノの会 新⼈演奏会 本プログラム
2022年6⽉11⽇（⼟） サロン・ド・パッサージュ

6⽉11⽇（⼟） 開場09:30 開演09:50 終演16:10

第2部 開演10:50 終演11:45

第3部 開演11:55 終演12:45

第4部 開演13:10 終演14:10

第5部 開演14:20 終演15:10

第6部 開演15:20 終演16:10


