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入場料
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全席自由全席自由　￥1,5001,500（税込） （税込） ［前売 ￥［前売 ￥1,0001,000（税込）（税込）］

20172017 3 20202017 3 20（月/祝）（月/祝）（月/祝）
開場14：00　開演14：30開場14：00　開演14：30開場14：00　開演14：30

主催・お問い合わせ
ヤマハ音楽振興会　ピアノ演奏研究コース名古屋事務局
TEL/０５２－７８９－０４８０

全席自由　￥1,500（税込） ［前売 ￥1,000（税込）］

開場14：00　開演14：30開場14：00　開演14：30

◆ 出　演　者 ◆◆ 出　演　者 ◆ ※順不同／演奏曲は変更になる場合がございます。ご了承ください。※順不同／演奏曲は変更になる場合がございます。ご了承ください。

1. 太　田　朝　日 （小２） ラモー 喜び1. 太　田　朝　日 （小２） ラモー 喜び
   カバレフスキー ウクライナ民謡による変奏曲   カバレフスキー ウクライナ民謡による変奏曲
2. 平　野　真　菜 （小４） バッハ ６つの小前奏曲より　第３曲　BWV.935 2. 平　野　真　菜 （小４） バッハ ６つの小前奏曲より　第３曲　BWV.935 
   ハイドン ピアノソナタ　Hob. XVI: 37　第１楽章   ハイドン ピアノソナタ　Hob. XVI: 37　第１楽章
3. 細　谷　悠　登 （小４） ショパン マズルカ　Op.17-23. 細　谷　悠　登 （小４） ショパン マズルカ　Op.17-2
    ワルツ　Op.64-2    ワルツ　Op.64-2
4. 沖　吉　4. 沖　吉　優々湊優々湊 （小５） シャブリエ 10の絵画風小品より　10.スケルツォ・ワルツ （小５） シャブリエ 10の絵画風小品より　10.スケルツォ・ワルツ
5. 河　江　美　空 （小５） シューマン 子供の情景より　見知らぬ国5. 河　江　美　空 （小５） シューマン 子供の情景より　見知らぬ国
   リスト ２つの演奏会用練習曲より　第２番　小人の踊り   リスト ２つの演奏会用練習曲より　第２番　小人の踊り
6. 山　田　怜　佳 （小５） ショパン ワルツ　Op.64-1「子犬」、Op.64-36. 山　田　怜　佳 （小５） ショパン ワルツ　Op.64-1「子犬」、Op.64-3
7. 坂　田　栞　梨 （小６） リスト ２つの演奏会用練習曲　1.森のささやき　2.小人の踊り7. 坂　田　栞　梨 （小６） リスト ２つの演奏会用練習曲　1.森のささやき　2.小人の踊り
8. 櫻　井　心　乃 （小６） シューベルト 即興曲　Op.90-48. 櫻　井　心　乃 （小６） シューベルト 即興曲　Op.90-4
9. 中　村　美　結 （小６） シューマン 幻想小曲集　Op.12より　1.夕べに　2.飛翔9. 中　村　美　結 （小６） シューマン 幻想小曲集　Op.12より　1.夕べに　2.飛翔
10. 磯　田　小　波 （中１） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.7010. 磯　田　小　波 （中１） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.70
11. 菊　地　菜々夏 （中１） ベルク ソナタ　Op.111. 菊　地　菜々夏 （中１） ベルク ソナタ　Op.1
12. 藤　田　美　咲 （中１） シューマン アベッグ変奏曲12. 藤　田　美　咲 （中１） シューマン アベッグ変奏曲
13. 松　岡　　　侑 （中１） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.7013. 松　岡　　　侑 （中１） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.70
14. 小　倉　千　佳 （中２） シューマン クライスレリアーナ　Op.16　第1、6、8曲14. 小　倉　千　佳 （中２） シューマン クライスレリアーナ　Op.16　第1、6、8曲
15. 土　屋　芽　愛 （中２） バッハ フランス組曲　第３番　ロ短調　BWV814より　ジーグ15. 土　屋　芽　愛 （中２） バッハ フランス組曲　第３番　ロ短調　BWV814より　ジーグ
   ラヴェル 水の戯れ   ラヴェル 水の戯れ
16. 平　井　夏　葵 （中２） シューマン ウィーンの謝肉祭の道化「幻想的絵画」 Op.26　1.アレグロ16. 平　井　夏　葵 （中２） シューマン ウィーンの謝肉祭の道化「幻想的絵画」 Op.26　1.アレグロ
17. 藤　井　彩　乃 （中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」17. 藤　井　彩　乃 （中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」
18. 18. 佐々木佐々木　理　子 （中３） 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」　理　子 （中３） 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」
19. 白　井　風　圭 （中３） ショパン バラード　第４番　Op.5219. 白　井　風　圭 （中３） ショパン バラード　第４番　Op.52
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◆ 出　演　者 ◆ ※順不同／演奏曲は変更になる場合がございます。ご了承ください。


