
部 番 姓 名 せい めい 所属 学年 作曲者 演奏曲⽬

1 1 ⼆橋 亮輔 にはし りょうすけ 理Ⅲ 1 ベートーヴェン ピアノソナタ 第21番 ハ⻑調 Op.53 「ワルトシュタイン」 より 第1楽章
1 2 岡本 雄哉 おかもと ゆうや 理Ⅰ 1 ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
1 3 秋場 千慧 あきば ちさと ⽂Ⅲ 1 ラヴェル 亡き王⼥のためのパヴァーヌ
1 4 鈴⽊ 真翔 すずき まなと 理Ⅰ 1 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ⻑調 Op.53 「英雄」

2 1 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12曲 ハ短調  「⾰命」
ドビュッシー 喜びの島

2 2 河野 樹 かわの たつき 教養進 2 まらしぃ cat's dance
2 3 関⼝ 達也 せきぐち たつや 理Ⅰ 1 ショパン バラード 第3番 変イ⻑調 Op.47
2 4 ⼭⼝ 寛⼈ やまぐち ひろと 理Ⅱ 1 ドビュッシー 前奏曲集 第1集 より 第8曲 「亜⿇⾊の髪の⼄⼥」
2 5 梶村 健 かじむら けん 法進 2 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる⼤ポロネーズ Op.22
2 6 須賀 耀 すが あきら 教養進 2 カプースチン ピアノソナタ 第1番 Op.39 「ファンタジー」 より 第4楽章

3 1 ⼋⽊ 理緒 やぎ りお ⽂Ⅰ 1 ショパン 夜想曲 第2番 変ホ⻑調 Op.9-2
プーランク 15の即興曲 より 第15曲 ハ短調 「エディット・ピアフを讃えて」

3 2 野本 隆⼤ のもと たかひろ ⼯進 2 リスト 「愛の夢」 3つの夜想曲 S.541 より 第3曲 変イ⻑調
3 3 太⼑川 紘⼦ たちかわ ひろこ ⼯ 3 モーツァルト ピアノソナタ 第18番 ニ⻑調 K.576 より 第1楽章

シューマン 幻想⼩曲集 Op.12 より 第2曲 「⾶翔」
ショパン ワルツ 第4番 ヘ⻑調 Op.34-3

3 4 本間 友⾥ ほんま ゆうり 理 3 ショパン 夜想曲 第8番 変ニ⻑調 Op.27-2

3 5 ⼤津 紗英 おおつ さえ 学芸 M2 シューマン
⼦供の情景 Op.15 より 第1曲 「⾒知らぬ国と⼈々から」・第6曲 「重⼤な出来事」・
第7曲 「トロイメライ」・第11曲 「こわがらせ」・第13曲 「詩⼈のお話」

3 6 永井 裕 ながい ゆたか 理 4 シューベルト 4つの即興曲 D.935 より 第1曲 ヘ短調
ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第4曲 嬰ハ短調

〜写真撮影〜 

4 1 荒武 真央 あらたけ まお 法 3 フォーレ 組曲 「ドリー」 Op.56 より 第1曲 「⼦守歌」・第6曲 「スペイン⾵の踊り」
神⾕ ⼋奈 かみや はな 中央 3

4 2 池⽥ 貴⼤ いけだ たかひろ 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
4 3 安部 俊太郎あべ しゅんたろう ⽂Ⅰ 1 武満徹 ⾬の⽊ 素描 II ーオリヴィエ・メシアンの追憶にー

ワーグナー＝リスト 歌劇 「タンホイザー」より 「ヴァルトブルク城への⼊場」
4 4 奥村 蓮 おくむら れん 東京理科 3 パッヘルベル 前奏曲とフーガ ホ短調  P.416 

J.S.バッハ=奥村 蓮 カンタータ BWV.106 「神の時こそいと良き時」 より 第1曲 ソナティナ
奥村 蓮 Toccata_2022
J.S.バッハ=奥村 蓮 オルガン⼩曲集 より 「いざ来ませ、異教徒の救い主よ」 BWV.599

4 5 綾野 ⾥咲 あやの りさ 教養進 2 メンデルスゾーン 6つの前奏曲とフーガ Op.35 より 第1曲 ホ短調

 
実施責任者：堀⽥海⽃

東京⼤学ピアノの会 2022年度 駒場祭⼤演奏会 本プログラム
2022年11⽉18⽇(⾦)・11⽉19⽇(⼟)・11⽉20⽇(⽇) 東京⼤学駒場キャンパス11号館1106教室

11⽉18⽇(⾦) 開場12:55 開演13:25 終演16:20

第1部 13:20〜14:05

第2部 14:15〜15:10

第3部 15:20〜16:20

第4部 10:45〜11:50

11⽉19⽇(⼟) 開場10:15 開演10:45 終演16:30



5 1 ⻄⼭ 響貴 にしやま ひびき 理Ⅰ 1 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ⻑調 Op.53 「英雄」
5 2 ⻘⽊ 耀平 あおき ようへい 経済進 2 モシュコフスキー 3つの⼩品 Op.34 より 第1曲 ワルツ ホ⻑調 （抜粋）
5 3 雪⼊ 美優 ゆきいり みゆう 桐朋 2 リスト 2つの伝説 S.175 より 第2曲 「波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ」
5 4 有福 ⼤輔 ありふく だいすけ 千葉 1 ショパン ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 より 第4楽章
5 5 鈴⽊ ⾥菜⼦ すずき りなこ 上智 4 リスト ルチアとパリジーナの2つのモティーフによる演奏会⽤ワルツ
5 6 和⽥ 玲央 わだ れお 教養 4 カプースチン 8つの演奏会⽤練習曲 Op.40 より 第4曲 「思い出」・第5曲「冗談」

6 1 ⼭本 ⻯暉 やまもと たつき ⽂Ⅰ 1 すぎやまこういち おおぞらをとぶ
ラフマニノフ 幻想的⼩品集 Op.3 より 第2曲 前奏曲 嬰ハ短調「鐘」

6 2 吉⽥ 悠真 よしだ ゆうま 理Ⅰ 1 リスト スペイン狂詩曲 S.254
6 3 堀⽥ 海⽃ ほった かいと ⼯進 2 ショパン ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 「葬送」 より 第1楽章
6 4 ⽊村 優希 きむら ゆうき 桐朋 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」
6 5 ⼭⼝ 由貴 やまぐち ゆき 理 4 グラナドス 演奏会⽤アレグロ 嬰ハ⻑調 Op.46

7 1 松⽥ 諒太 まつだ りょうた ⼯進 2 ドビュッシー 12の練習曲 より 第1曲 「5本の指のための」・第2曲 「3度⾳程のための」
7 2 ⾼橋 優希 たかはし ゆうき 経済進 2 ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
7 3 池⽥ 和⾳ いけだ かずね 茶⼥ M1 フンメル ピアノソナタ 第5番 嬰ヘ短調 Op.81 より 第1楽章
7 4 佐藤 優輝 さとう ゆうき 慶応 M1 ラヴェル 組曲 「鏡」 より 第1曲 「蛾」・第3曲 「洋上の⼩⾈」
7 5 印藤 ⾐璃⼦ いんとう えりこ 千葉 M1 ドビュッシー 仮⾯
7 6 中村 優太 なかむら ゆうた 理 M2 トビー・フォックス Good Night

吉松隆 プレイアデス舞曲集 第4集 Op.50 より 第4曲 「間奏曲の記憶」
アムラン 「最も親密な思いをこめて」より 第7曲「⼦守歌（戦争のときの）」
フォーレ ⾈歌 第8番 変ニ⻑調 Op.96

7 7 若狭 希洋 わかさ きひろ 薬 M1 吉松隆 3つのワルツ より 第3曲 「ベルベット・ワルツ」
ローゼンブラット Jazzy Birthday to You

8 1 ⻘島 彬浩 あおしま よしひろ 理Ⅰ 1 ラフマニノフ 10の前奏曲 Op.23 より 第5曲 ト短調
8 2 城  摩⾥菜じょう まりな 桐朋 1 ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 ニ短調 Op.31-2 「テンペスト」
8 3 富澤 瑛治 とみざわ えいじ 東洋 1 シューマン＝リスト 献呈 S.566
8 4 渡邊 貴弘 わたなべ たかひろ 農進 2 リスト パガニーニによる超絶技巧練習曲集 S.140 より 第3曲 変イ短調 「ラ・カンパネッ

ラ」・第5曲 ホ⻑調 「狩り」・第6曲 イ短調「主題と変奏」
8 5 ⾼倉 眞優⼦ たかくら まゆこ ⼯ D3 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5曲「メヌエット」・第6曲「トッカータ」

〜写真撮影〜 

9 1 千原 ⼤知 ちはら だいち 理Ⅱ 1 モシュコフスキー スペイン舞曲集 第1巻 Op.12 より 第3曲
細⾒ 萌瑛 ほそみ もえ 理Ⅰ 1

9 2 佐治 亨哉 さじ こうや 理Ⅱ 1 ドビュッシー 夢
9 3 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
9 4 鈴⽊ 陽介 すずき ようすけ ⼯進 2 グラナドス 組曲 「ゴイェスカス」 より 第4曲 「嘆き、またはマハと夜鳴きうぐいす」
9 5 松下 義之 まつした よしゆき ⼯進 2 ショパン スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31

第5部 12:00〜12:55

11⽉20⽇(⽇) 開場10:30 開演11:00 終演16:30

第6部 13:05〜14:00

第7部 14:10〜15:15

第8部 15:25〜16:30

第9部 11:00〜11:50



10 1 ⽥中 碧 たなか みどり 東⼥ M2 藤井志帆 濃⼝シオカラ節
⻤原 ⾥菜 おにはら りな ⽴正 M2

10 2 陸 旭 るー しゅー 東洋 1 儲望華 翻⾝的⽇⼦
モーツァルト ピアノソナタ 第16番 ハ⻑調 K.545 より 第1楽章
王建中 彩雲追⽉

10 3 諏訪 優介 すわ ゆうすけ ⽂Ⅰ 1 ショパン ポロネーズ 第7番 変イ⻑調 Op.61 「幻想」
10 4 北原 ⾹菜 きたはら かな 茶⼥ 1 ラヴェル 組曲 「鏡」 より 第2曲 「悲しい⿃たち」・第3曲 「洋上の⼩⾈」
10 5 ⽔⽥ 真美 みずた まみ 医進 2 プロコフィエフ ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1 
10 6 古賀 晶⼦ こが あきこ ⼯進 2 ショパン バラード 第3番 変イ⻑調 Op.47

11 1 千原 ⼤知 ちはら だいち 理Ⅱ 1 ショパン ポロネーズ 第3番 イ⻑調 Op.40-1「軍隊」
11 2 島崎 千枝 しまざき ちえ ⽂進 2 ショパン スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 Op.39
11 3 ⼤野 浩輝 おおの こうき 理進 2 ドビュッシー ベルガマスク組曲 より 第1曲 「前奏曲」・第3曲 「⽉の光」
11 4 寄⽥ 圭将 よりた けいすけ ⼯進 2 リスト ハンガリー狂詩曲 S.244 より 第2曲 嬰ハ短調
11 5 辻⽥ 凌也 つじた りょうや 理 4 ラヴェル ソナチネ
11 6 武井 瑛貴 たけい えいき ⼯ 4 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 より 第2曲 ハ短調 BWV.847 より 前奏曲

フォーレ ヴァルス・カプリス 第1番 イ⻑調 Op.30

12 1 古賀 晶⼦ こが あきこ ⼯進 2 サン=サーンス 「動物の謝⾁祭」 より 第12曲 「化⽯」・第13曲 「⽩⿃」・第14曲 「フィナーレ」
⽊村 仁美 きむら さとみ 茶⼥ 1

12 2 熊⾕ 百花 くまがい ももか 茶⼥ 3 ラヴェル マ・メール・ロワ
三⽥ 有輝也みた ゆきや ⼯ 3

12 3 ⼩林 祐貴 こばやし ゆうき 新領域 M2 セヴラック 「休暇の⽇々から」 第1集 より 第5曲 「公園でのロンド」・
第6曲 「古いオルゴールが聴こえるとき」

12 4 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 より 第5曲 ニ⻑調 BWV.850・第22曲 変ロ短調 BWV.867
松下祐介 情報

12 5 森下 俊 もりした しゅん ⽂ 3 ショパン 24の前奏曲 Op.28 より 第11曲 ロ⻑調・第15曲 変ニ⻑調 「⾬だれ」

13 1 ⼆之宮 良⼀ にのみや よしかず 新領域 D1 カプースチン 10のバガテル Op.59 より 第9曲
J.S.バッハ アルビノーニの主題によるフーガ BWV.951

13 2 ⻤原 ⾥菜 おにはら りな ⽴正 M2 ⽚倉三起也 勇侠⻘春謳
13 3 奥野 周平 おくの しゅうへい 医 6 シューマン ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 「グランドソナタ」 より 第3楽章・第4楽章
13 4 ⽥中 碧 たなか みどり 東⼥ M2 セヴラック 「休暇の⽇々から」第2集 より 第1曲 「ショパンの泉」
13 5 福⽥ 理仁 ふくだ りひと 法 4 J.S.バッハ 6つのパルティータ 第4番 ニ⻑調 BWV.828

〜写真撮影〜 

第11部 13:15〜14:20

第12部 14:30〜15:25

第13部 15:35〜16:30

第10部 12:00〜13:05


