
No. 氏名 学年等 曲目 作曲者

1 小倉 寛大 幼 スクエアダンス／はずんだボール ギロック／田丸 信明

2 上原 悠衣花 小１ ガラスのくつ ギロック

3 上原 寿雫子 小６ 子供の集会／ポロネーズ 第11番 ト短調 (遺作) ブルグミュラー／ショパン

4 村上 千尋 小２ 小さなワルツ／秋のワルツ／メヌエット／ことりがうたってくれたうた ツェルニー／轟 千尋／クリーガー／ルドニエフ

5 柴山 ほたる 小２ 朝の気分／谷川の流れ／おともだち グリーグ／ハリオット／シュワテル

6 重田 実桜 小３ 女王様のメヌエット／真夜中のふくろう／道化師たち
 ギロック

7 清水 稀平 小３ The Entertainer スコット・ジョプリン

8 林田 かれん 小５ 荒々しい騎手／清い流れ
 シューマン／ブルグミュラー

9 久光 咲寧 小１ タンポポがとんだ／ガラスのくつ 平吉 毅州／ギロック

10 田川 礼 小３ お人形の夢と目覚め
 エステン

11 杉 絵瑠麻 小６ Make you happy J.Y.Park "The Asiansoul", Lee Hae Sol

12 篠崎 千夏 小６ 群青 Ayase

13 篠崎 朱里 小２ お人形の夢と目覚め エステン

14 塩月 葵 小１ 金の星 ストリーボッグ

打江 和司 小３ 茶色のこびん ジョセフ・ウィナー

打江 多恵 一般

16 青木 詩織 小１ メリーアン／ラベンダー ブルー カリプソソング=バスティン／イギリス民謡=バスティン

17 青木 琴音 中２ 彼こそが海賊／ヘドウィグのテーマ クラウス・バデルト, ハンス・ジマー／ジョン・ウイリアムズ

18 佐藤 涼太 中１ ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331 第3楽章「トルコ行進曲」 モーツァルト

19 佐藤 陽菜乃 小４ バラード／ホール・ニュー・ワールド ブルグミュラー／アラン・メンケン

20 佐藤 陽真 小２ メリーさんの羊／キラキラ星／ちょうちょう アメリカ民謡／ジャン・フィリップ・ラモー／ドイツ民謡

21 野口 愛加 小３ 真夜中のふくろう／女王様のメヌエット　 ギロック

22 草場 ひらり 小１ はずんだボール／人魚のうた 田丸 信明／ウェーバー

23 中島 鈴 小１ ことりがうたってくれたうた／ダブリンのジッグ／メヌエット／小さなワルツ ルドニエフ／バスティン／クリーガー／ツェルニー

24 中島 もも 小３ メヌエット／夕方のうた／ソナチネ Op.151-1 第2楽章／ひばりのうた Op.39-22 ロカテッリ／中田 喜直／ディアベリ／チャイコフスキー

25 中尾 朱里 小１ ピアノ・ソナタ 第15番 ハ長調 K.545 第1楽章 モーツァルト

26 鳥居 直広 小２ 華麗なる大円舞曲／ジムノペディ
　 ショパン／サティ

27 鳥居 和広 小３ シュタイヤー舞曲／アヴェマリア ブルグミュラー

28 鳥居 暖広 小５ ソナチネ Op.20-1  第1楽章 第3楽章 クーラウ

29 鐘ヶ江 真義 小４ 炎 梶浦 由記

30 鐘ヶ江 美聡 小１ アラベスク ブルグミュラー

31 久富 優七 小３ 優美／せきれい ブルグミュラー

32 山下 葵 小２ お人形の夢と目覚め エステン

33 大西 佑奈 小４ イヴェットのためのソナチネ 第3楽章 モンサルヴァーチェ

34 北野 真優奈 小３ アラベスク／公園通り ブルグミュラー／田丸 信明

35 西 陽依 小２ ポップコーン 湯山 昭

36 大野 愛 小３ ラデツキー行進曲／フランス人形 ヨハン・シュトラウス1世／ギロック

37 武 秀斗 小５ エリーゼのために ベートーヴェン
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休憩 －５分－

休憩 －10分－



No. 氏名 学年等 曲目 作曲者

38 前田 有香 小４ 戦場のメリークリスマス 坂本 龍一

39 宮﨑 妃叶 小３ ソナチネ ト長調 Op.36-2 第1楽章／魔女たちのおどり Op.4-2
 クレメンティ／クーラック

40 成合 望乃 小４ 祭り ギロック

41 成合 菜織 小１ あおいそら／ドナルドじいさん 田丸 信明／アメリカ民謡

42 成合 奏人 小６ アラベスク／仮面舞踏会 ブルグミュラー／ギロック

43 大隅 楓 小３ エリーゼのために ベートーヴェン

44 門田 優空 小３ 風力エネルギー 田中 カレン

45 川原 葉月 小３ インヴェンション 第13番／貴婦人の乗馬 J.S.バッハ／ブルグミュラー

46 松谷 遼 小３ 風の精 ブルグミュラー

47 井上 華 小３ 光と闇の踊り／フランス人形
 橋本 晃一／ギロック

48 山﨑 優愛 小５ 花の歌 ランゲ

49 泉口 羽瑠 小３ ソナチネ ト長調 Op.36-2 第1楽章／ひばりのうた Op.39-22 クレメンティ／チャイコフスキー

50 門田 涼雅 小２ 小さな黒人 ドビュッシー

51 門田 実咲 小４ 風の精 福島 道子

52 門田 莉旺 中３ 主題と変奏 Op.89 シャミナード

53 末松 由衣 中３ アラベスク Op.61 シャミナード

54 末松 由奈 小６ ピアノ・ソナタ 第3番 第4楽章 ノーマン・デロ＝ジョイオ

55 小柳 恭佑 小３ ソルフェージェット／ソナチネ Op.13-1 第3楽章
 C.P.E.バッハ／カバレフスキー

小柳 健太朗 小６

吉田 和真 小６

57 鶴 晴仁 中２ ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331 第3楽章「トルコ行進曲」 モーツァルト

58 齊藤 優梨花 小３ 劇音楽「アテネの廃墟」より 第4曲「トルコ行進曲」 ベートーヴェン

59 沢井 彩音 小４ エリーゼのために ベートーヴェン

60 山口 舞華 小３ フランス人形／トッカティーナ
 ギロック／カバレフスキー

61 寺坂 柚香 小５ アラベスク／天使の合唱 ブルグミュラー

62 猿渡 陽基 小６ 真夜中の火祭 平吉 毅州

63 堀 心泉 小５ ピアノソナータ 第2番 第4楽章 「トッカータ」 宍戸 睦郎

64 石野 貴大 小６ スロバキア民謡による変奏曲
 カバレフスキー

65 谷村 玲奈 小６ 私のお気に入り／バラード
 ロジャース／ブルグミュラー

66 中山 結衣 小６ ワルツ 第10番 ロ長調 Op.69-2 ショパン

67 山口 結愛 小６ ソルフェージェット／ワルツ 第15番 ホ長調 (遺作) C.P.E.バッハ／ショパン

68 野崎 莉世 中１ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV.858／プレリュード 嬰ト短調 Op.32-12 J.S.バッハ／ラフマニノフ

69 山下 鈴夏 中１ Vivo  ヴィーヴォ プロコフィエフ

70 藤本 陽太 小６ ルパン三世のテーマ 大野 雄二

71 古賀 莉和 小６ スキスキ星人 ナユタン星人

72 中川 桜 中１ 虹 石崎 ひゅーい

休憩 －5分－

休憩 －5分－

休憩 －10分－

2台のチェンバロのための協奏曲 BWV.1062 
56 J.S.バッハ



No. 氏名 学年等 曲目 作曲者

73 本山 拓弥 中１ 長く短い祭 椎名 林檎

74 中村 真優 中２ 夜に駆ける Ayase

75 長畠 周太郎 中３ 千本桜／エリーゼのために 黒うさP／ベートーヴェン

76 岩間 雅奈 高１ Baby,God Bless You 清塚 信也

77 松尾 尚子 一般 Midnight Swan Keiichiro Shibuya

78

79 小柳 紀子 一般 あの夏へ 久石 譲

80 安倍 美知子 一般 魔女の宅急便より「海の見える街」／やさしさに包まれたなら 久石 譲／荒井 由実

81 安河内 佳子 一般 Summer 久石 譲

82 姫野 明子 一般 パストラル(牧歌)／無邪気 ブルグミュラー

83 詫摩 久子 一般 レッド ローズ ランデヴー ／サマーの夢 マーサ・ミアー／キャサリン・ロリン

84 佐藤 愛海 中３ ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331 第3楽章「トルコ行進曲」 モーツァルト

85 野林 夏帆 高２ 平均律グラヴィーア曲集  第2巻 第2番 ハ長調 BWV.871／エチュード 嬰ハ短調 Op.10-4 J.S.バッハ／ショパン

86 冨崎 由紀 一般 ノクターン 変ホ長調 Op.9-2 ショパン

87 高野 佳子 一般 月の光 ドビュッシー

88 山田 美知子 一般 ワルツ 第9番 変イ長調 Op.69-1 （遺稿） ショパン

89 惠良 響 高２ 12のエチュードより 第1曲 5本の指のために／エチュード 嬰ハ短調 Op.10-4 ドビュッシー／ショパン

90 小糸 玲次郎 高１ プレリュード ト短調 Op.23-5 ラフマニノフ

鈴木 美和子 一般

鈴木 菜々 大３

野中 美奈子 一般

吉田 未芽 一般

大庭 晴美 一般

吉野 由美 一般

吉次 望 一般

寺﨑 智美 一般

ご来場のお客様へご協力のお願い

スラヴ舞曲 ホ短調 Op.46-2 ドヴォルザーク91

休憩 －10分－

欠席

Disneyland® Medley ー94

メドレー「月夜の連弾」／オー・シャンゼリゼ 文部省唱歌,岡野 貞一,中山 晋平／M.ディーガン92

テムズによせて／いざゆけ若鷹軍団 大庭 晴美／富山 光弘93

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席数を制限しております。ご利用可能な座席以外

にはお座りにならないようお願いいたします。

■ 場内では常時マスクの着用をお願いいたします。

■ 咳エチケットを守ってください。

■ 場内では、お客様同士で一定の距離を保っていただきますようお願いいたします。

■ 会場内での会話はなるべくお控えください。また、掛け声はお断りいたします。

■ 出演者へのプレゼントやお手紙、お花やお菓子の差し入れはご遠慮ください。

■ 感染が発生した場合、ご来場者様の氏名や連絡先を保健所等の公的機関へ提供させていただく

場合がございます。なお、いただいた情報は、他の目的で利用することは一切ありません。

■ 厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の活用を推奨いたします。

■ 携帯電話、時計のアラームなど音の出る機器は、マナーモードに設定していただくか、電源を

お切りください。

■ 客席内でのご飲食はご遠慮ください。

■ 写真・動画撮影時は、周りのお客様のご迷惑や妨げにならないよう、ご配慮ください。


