
部 番 姓 名 せい めい 所属 学年 作曲者 演奏曲⽬

1 1 三⾕ 深良惟 みたに みらい 法 3 ラフマニノフ 組曲 第2番 Op.17 より 第4曲 「タランテラ」
三⽥ 有輝也 みた ゆきや ⼯ 3

1 2 鈴⽊ 陽介 すずき ようすけ 理Ⅰ 2 カプースチン シンフォニエッタ Op.49 より 第1楽章 「序曲」 ・第4楽章 「ロンド」
⽔⽥ 真美 みずた まみ 理Ⅲ 2

1 3 岡本 雄哉 おかもと ゆうや 理Ⅰ 1 久⽯譲 Summer
1 4 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 へ短調 Op.57 「熱情」 より 第3楽章
1 5 安部 俊太郎 あべ しゅんたろう ⽂Ⅰ 1 ニールセン シャコンヌ Op.32
1 6 雪⼊ 美優 ゆきいり みゆう 桐朋 2 リスト パガニーニによる⼤練習曲集 S.141 より 第5曲 ホ⻑調 「狩」 

2 1 ⻄⼭ 響貴 にしやま ひびき 理Ⅰ 1 J.S.バッハ フランス⾵序曲 BWV.831 より 第1曲 序曲・第8曲 エコー
2 2 北原 ⾹菜 きたはら かな 茶⼥ 1 ショパン 12の練習曲 Op.25 より 第6曲 嬰ト短調

シューベルト ピアノソナタ 第13番 イ⻑調 D.664 より 第1楽章
2 3 有福 ⼤輔 ありふく だいすけ 千葉 1 ドビュッシー 「版画」 より 第1曲 「塔」
2 4 佐々⽊ 悠貴 ささき ゆうき 東京農⼯ 2 ドビュッシー ベルガマスク組曲 より 第1曲 「前奏曲」

ドビュッシー 喜びの島
2 5 島崎 千枝 しまざき ちえ ⽂Ⅲ 2 プロコフィエフ ピアノソナタ 第3番 イ短調 Op.28 「古い⼿帳から」
2 6 野本 隆⼤ のもと たかひろ 理Ⅰ 2 ベートーヴェン ピアノソナタ 第8番 ハ短調 Op.13 「悲愴」 より 第2楽章

3 1 諏訪 優介 すわ ゆうすけ ⽂Ⅰ 1 ベートーヴェン ピアノソナタ 第3番 ハ⻑調 Op.2-3 より 第1楽章
3 2 関⼝ 達也 せきぐち たつや 理Ⅰ 1 ドビュッシー ベルガマスク組曲 より 第3曲  ｢⽉の光｣
3 3 福⽥ 孝樹 ふくだ こうき 理Ⅰ 2 ヴァインベルク ピアノソナタ 第6番 Op.73
3 4 井⼝ 光輔 いぐち こうすけ 理 3 カプースチン 24の前奏曲 Op.53 より 第23曲

カプースチン 夜明け Op.26
3 5 三⽥ 有輝也 みた ゆきや ⼯ 3 ショパン ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 より 第4楽章
3 6 福⽥ 理仁 ふくだ りひと 法 4 ブラームス 4つのバラード Op.10 より 第1曲 ニ短調 「エドワード」

4 1 富⼭ 耀⼦ とみやま ようこ 東⾳ 3 J.S.バッハ 幻想曲とフーガ ハ短調 BWV.906
ショパン バラード 第2番 ヘ⻑調 Op.38

4 2 松浦 流⾳ まつうら りゅね 教養 4 ラヴェル ⽔の戯れ
4 3 ⻤原 ⾥菜 おにはら りな ⽴正 M2 三好啓太 Never-ending Stage!!!!
4 4 貴⽥ 駿 きだ しゅん 慶應 M2 ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第1曲 ハ⻑調
4 5 池⽥ 和⾳ いけだ かずね 茶⼥ M1 レーガー ソナチネ 第1番 Op.89-1
4 6 ⽥中 碧 たなか みどり 東⼥ M2 ショパン 幻想曲 ヘ短調 Op.49

〜写真撮影〜

5 1 陸 旭 るー しゅー 東洋 1 ショパン 12の練習曲 Op.25 より 第2曲 ヘ短調
チャイコフスキー 「四季」 Op.37a より 12⽉ 「クリスマス」
王建中 彩雲追⽉

5 2 秋吉 優佳 あきよし ゆうか 東京医科 1 ベートーヴェン ピアノソナタ 第30番 ホ⻑調 Op.109 より 第1楽章・第2楽章
5 3 ⼩澤 彩希 おざわ あやき 茶⼥ 1 ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
5 4 ⼭⼝ 寛⼈ やまぐち ひろと 理Ⅱ 1 ジョプリン Maple Leaf Rag
5 5 城  摩⾥菜 じょう まりな 桐朋 1 ラヴェル ⽔の戯れ

リスト スペイン狂詩曲 S.254（抜粋）

6 1 ⼋⽊ 理緒 やぎ りお ⽂Ⅰ 1 J.S.バッハ フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV.813
グリンカ＝バラキレフ 歌曲 「ペテルブルクへの別れ」 より 第10曲 「ひばり」

6 2 ⼤野 浩輝 おおの こうき 理Ⅰ 2 リスト メフィストワルツ 第1番 S.514 「村の居酒屋での踊り」
6 3 織本 佳世 おりもと かよ 東⼥ 2 グリーグ 組曲 「ホルベアの時代より」 Op.40 より 第1曲 前奏曲

ショパン 夜想曲 第17番 ロ⻑調 Op.62-1
6 4 ⻘⽊ 耀平 あおき ようへい ⽂Ⅱ 2 スクリャービン 9つのマズルカ Op.25 より 第1曲 へ短調・第2曲 ハ⻑調
6 5 松⽥ 諒太 まつだ りょうた 理Ⅰ 2 ショパン スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 Op.39

7 1 堀⽥ 海⽃ ほった かいと 理Ⅰ 2 ショパン 夜想曲 第1番 変ロ短調 Op.9-1
ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23

7 2 熊⾕ 百花 くまがい ももか 茶⼥ 3 シューマン＝リスト 献呈
ラヴェル 組曲 「鏡」 より 第4曲 「道化師の朝の歌」

7 3 藤⽥ 雪乃 ふじた ゆきの 法 3 ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」 より 第1曲 「前奏曲」
7 4 森下 俊 もりした しゅん ⽂ 3 徳⼭美奈⼦ ムジカ・ナラ Op.25
7 5 鈴⽊ ⾥菜⼦ すずき りなこ 上智 4 グラナドス 演奏会⽤アレグロ 嬰ハ⻑調 Op.46
7 6 ⼭⽥ 裕真 やまだ ゆうま 教養 4 ラヴェル 古⾵なメヌエット

8 1 吉⽥ 悠真 よしだ ゆうま 理Ⅰ 1 ラフマニノフ 組曲 第2番 Op.17 より 第4曲 「タランテラ」
徳⽥ 陽向 とくだ ひなた 理Ⅰ 1

8 2 若狭 希洋 わかさ きひろ 薬 M1 ローゼンブラット 組曲 「不思議な国のアリスの冒険」
佐藤 優輝 さとう ゆうき 慶応 M1

8 3 川波 葵 かわなみ あおい 星薬科 4 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 より 第5曲 ニ⻑調 BWV.850・第6曲 ニ短調 BWV.851
8 4 ⼩林 万⾥⼦ こばやし まりこ 情報学環 M1 ショパン バラード 第2番 ヘ⻑調 Op.38
8 5 ⼆之宮 良⼀ にのみや よしかず 新領域 D1 リスト 「愛の夢」 3つの夜想曲 S.541 より 第2曲 ホ⻑調

アルカン 歌曲集 第2集 Op.38b より 第6曲 「合唱⾈歌」
8 6 藤浦 健⽃ ふじうら けんと ⼯ D2 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ⻑調 Op.53 「英雄」
8 7 ⼩林 祐貴 こばやし ゆうき 新領域 M1 ドビュッシー 前奏曲集 第2集 より 第5曲 「ヒースの茂る荒れ地」

9 1 若狭 希洋 わかさ きひろ 薬 M1 ショパン ワルツ 第14番 ホ短調 遺作
9 2 佐藤 優輝 さとう ゆうき 慶応 M1 ラヴェル 組曲 「鏡」 より 第4曲 「道化師の朝の歌」
9 3 ⼤津 紗英 おおつ さえ 学芸 M2 ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
9 4 ⼤町 和海 おおまち かずみ 藝⼤ D1 ルリエー ⼤気のかたち
9 5 松下 祐介 まつした ゆうすけ 情理 D2 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第5曲 ニ⻑調 BWV.850 より 前奏曲

ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第9曲 ヘ短調
ショパン 12の練習曲 Op.25 より 第1曲 変イ⻑調 「牧童」

9 6 ⾼倉 眞優⼦ たかくら まゆこ ⼯ D3 ショパン ⼦守歌 変ニ⻑調 Op.57
ショパン タランテラ 変イ⻑調 Op.43

9 7 中村 優太 なかむら ゆうた 理 M2 メトネル ソナタ・ロマンティカ 変ロ短調 Op. 53-1 より 第4楽章

〜写真撮影〜

第1部 11:20〜12:15

 
実施責任者：堀⽥海⽃

東京⼤学ピアノの会 2022年度 ⼋⽉演奏会 本プログラム
2022年8⽉25⽇(⽊)・8⽉27⽇(⼟) 烏⼭区⺠会館

8⽉25⽇(⽊) 開場10:50 開演11:20 終演15:40

第8部 13:35〜14:35

第9部 14:55〜15:55

8⽉27⽇(⼟) 開場9:45 開演10:15 終演15:55

第2部 12:40〜13:30

第3部 13:40〜14:30

第4部 14:40〜15:40

第5部 10:15〜11:05

第6部 11:15〜12:05

第7部 12:15〜13:10


