
入場料

会　場

全席自由　￥1,500（税込） ［前売 ￥1,000（税込）］

2015 3 21（土/祝）
開場14：00　開演14：30開場14：00　開演14：30

◆ 出　演　者 ◆

「ピアノ演奏研究コース」

ConcertVIVACE in 名古屋

地下鉄伏見駅⑤番出口より徒歩3分

主催・お問い合わせ
ヤマハ音楽振興会中日本支部　ピアノ演奏研究コース事務局
TEL/０５２－７８９－０４８０

ご案内図

※演奏曲は変更になる場合がございます。ご了承ください。※演奏曲は変更になる場合がございます。ご了承ください。※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. 川　田　音　華 （小４） シューベルト 即興曲 第4番 変イ長調 Op.90-41. 川　田　音　華 （小４） シューベルト 即興曲 第4番 変イ長調 Op.90-4
2. 櫻　井　心　乃 （小４） ベルコヴィッチ パガニーニの主題による変奏曲2. 櫻　井　心　乃 （小４） ベルコヴィッチ パガニーニの主題による変奏曲
3. 菊　地　3. 菊　地　菜々夏菜々夏 （小５） ショパン 「スイス少年」による変奏曲 （小５） ショパン 「スイス少年」による変奏曲
4. 松　岡　　　侑 （小５） バッハ フランス組曲 第5番 ト長調 BWV.816より4. 松　岡　　　侑 （小５） バッハ フランス組曲 第5番 ト長調 BWV.816より
    1.アルマンド　2.クーラント　4.ガヴォット　7.ジーグ    1.アルマンド　2.クーラント　4.ガヴォット　7.ジーグ
5. 飯　田　万　喜 （小６） ショパン 即興曲 第1番 変イ長調 Op.295. 飯　田　万　喜 （小６） ショパン 即興曲 第1番 変イ長調 Op.29
6. 小　倉　千　佳 （小６） ブラームス 2つのラプソディ 第2番 ト短調 Op.79-26. 小　倉　千　佳 （小６） ブラームス 2つのラプソディ 第2番 ト短調 Op.79-2
7. 林　　　7. 林　　　菜々子菜々子 （小６） シューベルト 即興曲 第2番 変ホ長調 Op.90-2 （小６） シューベルト 即興曲 第2番 変ホ長調 Op.90-2
8. 平　井　夏　葵 （小６） モーツァルト ピアノソナタ 第12番 へ長調 KV.332より 第1楽章8. 平　井　夏　葵 （小６） モーツァルト ピアノソナタ 第12番 へ長調 KV.332より 第1楽章
9. 藤　井　彩　乃 （小６） リスト 2つの演奏会用練習曲より S.145-1 森のささやき9. 藤　井　彩　乃 （小６） リスト 2つの演奏会用練習曲より S.145-1 森のささやき
10. 藤　江　健太郎 （小６） シューマン 8つのノヴェレッテ 第1番 へ長調 Op.21-110. 藤　江　健太郎 （小６） シューマン 8つのノヴェレッテ 第1番 へ長調 Op.21-1
11. 森　口　11. 森　口　かりんかりん  （小６） ブラームス 2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1 （小６） ブラームス 2つのラプソディ 第1番 ロ短調 Op.79-1
12. 櫻　井　綾　乃 （中１） ショパン スケルツォ 第1番 ロ短調 Op.2012. 櫻　井　綾　乃 （中１） ショパン スケルツォ 第1番 ロ短調 Op.20
13. 白　井　風　圭 （中１） ショパン 前奏曲集 Op.28より 第3､8､9､10､11､16番13. 白　井　風　圭 （中１） ショパン 前奏曲集 Op.28より 第3､8､9､10､11､16番
14. 原　　　14. 原　　　ひまりひまり （中１） ドビュッシー ピアノのために より 1.プレリュード　3.トッカータ （中１） ドビュッシー ピアノのために より 1.プレリュード　3.トッカータ
15. 加　藤　小百合 （中２） メンデルスゾーン 厳格なる変奏曲 ニ短調 Op.5415. 加　藤　小百合 （中２） メンデルスゾーン 厳格なる変奏曲 ニ短調 Op.54
16. 五　条　玲　緒 （中２） ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.2316. 五　条　玲　緒 （中２） ショパン バラード 第1番 ト短調 Op.23
17. 後　藤　雄　也 （中２） ショパン 練習曲 Op.10-417. 後　藤　雄　也 （中２） ショパン 練習曲 Op.10-4
   リスト 超絶技巧練習曲 第10番 S.139-10   リスト 超絶技巧練習曲 第10番 S.139-10
18. 田　中　翔　太 （中２） ブラームス 2つのラプソディ 第2番 ト短調 Op.79-218. 田　中　翔　太 （中２） ブラームス 2つのラプソディ 第2番 ト短調 Op.79-2
19. 長　坂　美　玖 （中３） ラヴェル 「鏡」より“道化師の朝の歌”19. 長　坂　美　玖 （中３） ラヴェル 「鏡」より“道化師の朝の歌”
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