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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）］

20182018 3 21212018 3 21（水/祝）（水/祝）（水/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　東海支部　ピアノ演奏研究コース係
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。◆ 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。

1. 太　田　朝　日 （小３） ショパン ワルツ　変ニ長調　Op.64-11. 太　田　朝　日 （小３） ショパン ワルツ　変ニ長調　Op.64-1
    ノクターン　嬰ハ短調（遺作）    ノクターン　嬰ハ短調（遺作）
2. 前　川　桃　花 （小４） ショパン ワルツ　第３番　Op.34-2、　第６番　Op.64-1「小犬」2. 前　川　桃　花 （小４） ショパン ワルツ　第３番　Op.34-2、　第６番　Op.64-1「小犬」
3. 平　野　真　菜 （小５） 中田　喜直 変奏的練習曲より3. 平　野　真　菜 （小５） 中田　喜直 変奏的練習曲より
4. 廣　岡　野乃子 （小５） プロコフィエフ 4. 廣　岡　野乃子 （小５） プロコフィエフ バレエ「シンデレラ」からの　10の小品より　2.「夏の精バレエ「シンデレラ」からの　10の小品より　2.「夏の精」　Op.97-2Op.97-2
    6つの小品より　4.「舞踏会へ行くシンデレラ（ワルツ）」　Op.102-4    6つの小品より　4.「舞踏会へ行くシンデレラ（ワルツ）」　Op.102-4
5. 福　澤　圭　純 （小５） シューベルト 即興曲　Op.90-4　変イ長調5. 福　澤　圭　純 （小５） シューベルト 即興曲　Op.90-4　変イ長調
6. 細　谷　悠　登 （小５） ショパン ドイツ民謡「スイスの少年」による変奏曲　ホ長調（遺作）6. 細　谷　悠　登 （小５） ショパン ドイツ民謡「スイスの少年」による変奏曲　ホ長調（遺作）
7. 沖　吉　7. 沖　吉　優々湊優々湊 （小６） グリーグ 抒情小曲集　第６集より　「トロールハウゲンの婚礼の日」 （小６） グリーグ 抒情小曲集　第６集より　「トロールハウゲンの婚礼の日」
8. 河　江　美　空 （小６） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.70　嬰ハ短調8. 河　江　美　空 （小６） サン＝サーンス アレグロ・アパッショナート　Op.70　嬰ハ短調
9. 相　澤　和　音 （中１） モーツァルト ピアノソナタ　ヘ長調　Kv.332より　第１，３楽章9. 相　澤　和　音 （中１） モーツァルト ピアノソナタ　ヘ長調　Kv.332より　第１，３楽章
10. 坂　田　栞　梨 （中１） リスト 「伝説」より　波の上を渡るパオラの聖フランシスコ10. 坂　田　栞　梨 （中１） リスト 「伝説」より　波の上を渡るパオラの聖フランシスコ
11. 櫻　井　心　乃 （中１） バッハ イギリス組曲　第２番　イ短調　BWV.807より　アルマンド11. 櫻　井　心　乃 （中１） バッハ イギリス組曲　第２番　イ短調　BWV.807より　アルマンド
   ラヴェル ソナチネ　第２，３楽章   ラヴェル ソナチネ　第２，３楽章
12. 下　谷　理　乃 （中１） ブラームス ６つの小品　Op.118より　第２番「間奏曲」、第３番「バラード」12. 下　谷　理　乃 （中１） ブラームス ６つの小品　Op.118より　第２番「間奏曲」、第３番「バラード」
13. 中　村　美　結 （中１） バッハ フランス組曲　第５番　ト長調　BWV.816より　ジーグ13. 中　村　美　結 （中１） バッハ フランス組曲　第５番　ト長調　BWV.816より　ジーグ
   ショパン 華麗なる変奏曲　変ロ長調　Op.12   ショパン 華麗なる変奏曲　変ロ長調　Op.12
14. 磯　田　小　波 （中２） ヒナステラ アルゼンチン舞曲集　Op.214. 磯　田　小　波 （中２） ヒナステラ アルゼンチン舞曲集　Op.2
15. 菊　地　15. 菊　地　菜々夏菜々夏 （中２） プロコフィエフ ピアノソナタ　第７番　変ロ長調　「戦争ソナタ」より　第１，３楽章 （中２） プロコフィエフ ピアノソナタ　第７番　変ロ長調　「戦争ソナタ」より　第１，３楽章
16. 藤　田　美　咲 （中２） ショパン スケルツォ　第３番　嬰ハ短調　Op.3916. 藤　田　美　咲 （中２） ショパン スケルツォ　第３番　嬰ハ短調　Op.39
17. 松　岡　　　侑 （中２） スクリャービン ピアノソナタ　第２番　嬰ヘ短調　「幻想ソナタ」17. 松　岡　　　侑 （中２） スクリャービン ピアノソナタ　第２番　嬰ヘ短調　「幻想ソナタ」
18. 土　屋　芽　愛 （中３） バッハ イギリス組曲　第２番　イ短調　BWV.807より　アルマンド18. 土　屋　芽　愛 （中３） バッハ イギリス組曲　第２番　イ短調　BWV.807より　アルマンド
   ドビュッシー 喜びの島   ドビュッシー 喜びの島
19. 藤　井　彩　乃 （中３） リスト エステ荘の噴水19. 藤　井　彩　乃 （中３） リスト エステ荘の噴水
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