
　第 3部　7月 9日 ( 土 )　18：00 ～ 

 1. 加藤奈々 / ピアノ独奏　
　・幻想即興曲 op.66( ショパン）

 2. 多喜靖美＆松本裕子 / ピアノ連弾

　・羊はやすらかに草をはみ（バッハ）
　・スペイン舞曲　第 1,2,3 番（モシュコフスキー）

 3. チーム響け①/ ピアノ 8手連弾

　　沼田理美・松本あすか・松本裕子・多喜靖美
　・ハッシュドハッシュ（伊藤康英）
　・ギャロップマーチ（ラビニャック）

 4. 杉本小百合 / ピアノ独奏
　・スケルツォ第 3番（ショパン）

 5. 石井優衣 / ピアノ独奏
　・幻想小曲集より「飛翔」「歌の終わり」（シューマン）

 6. 坂田　梓 / ピアノ独奏
　・シンフォニア第 4番（バッハ）
　・ソナタヘ長調 kv.332 第 1 楽章（モーツァルト）
　・金魚草 op.85-4（シベリウス）
　・山の小人のセレナーデ op.15-1（カスキ）

 7. 伊藤ゆり / ピアノ独奏
　・ソナタ第 6番 第 1,3,4 楽章（プロコフィエフ）

 8. 重光真衣 / ピアノ独奏
　・ソナタ op.5 第 1 楽章（ブラームス）
　・練習曲「音の絵」op.33-4( ラフマニノフ）

 9. ハートフル・ハーモニー　
　　大平香織 (sop)・下瀬太郎 (bas)・下瀬三枝子 (pf)
　・宝石の歌（グノー）
　・ コンサートアリア（モーツァルト）
　・オペラアンサンブル…等

　第 1部　7月 9日 ( 土）13：00 ～
 1. ナルセーナ / 女声コーラス 15 名 代表：高畠知可子　
　　　指揮 : 諸岡茂實、伴奏 : 丸山尚巨
　・カヴァレリア・ルスチカーナよりアヴェマリア　
　・亜麻色の髪の乙女　・春よ来い　
　・Jupiter　・Morning Train

 2. 古賀真美子＆篠原さつき /ヴァイオリンとピアノ

　・ガボット（ゴセック）　・愛の挨拶（エルガー）

 3. 三間早苗＆宮下朋子 / チェロとピアノ

　・チェロソナタ　第 3楽章（ラフマニノフ）

 4. 昭和音楽大学多喜門下楽団
　佐藤駿一郎・若林沙織 (vn)・阿藤理恵子・松本あすか・谷口賢記 (vc）
　氏家一葉 (cb)・奥山奈緒美 (ob)・菅谷詩織・石田直人 (sax)
　徳辰範 (tp)・野々垣奈月・水野史織・我喜屋満理・多喜彩映子 (kh)
　多喜靖美 (pf)

　・月灯りの舞踏会（若林沙織）

 5. 沓澤惇之祐 / ピアノ独奏
　・ソナタ kv.570 第 1 楽章（モーツァルト）
　・ポロネーズ 変イ長調 (ショパン）

 6. 奥田葉子＆村井希記 / ピアノ連弾
　・赤とんぼ（山田耕筰）　・君とみた空（木内佳苗）

 7. 田中りか＆多喜靖美・田中知子 / ピアノ連弾・独奏
　・きらきら星よ（中田喜直 /田中りか＆多喜靖美）
　・無言歌集より「春の歌」（メンデルスゾーン /田中知子）

 8. 中尾英子＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・愛の挨拶（エルガー）

 9. 平川あき＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・幻想小曲集より第 2曲（シューマン）

10. 金井尚子＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・チェロソナタ 第 5番 第 1楽章（ベートーヴェン）

11. Music Studio C サンライズクラス
　　ピアノソロ・連弾・ハンドベルアンサンブル

　　　「夜空の星に願いをこめて」

　・キラキラ星 /篠田千晴　　　
　・ふるさと /白鳥胡桃
　・トトトのうた /渡辺明佳＆西久保春乃
　・ハーモニックブルース /高野  咲　
　・アラベスク /根本有矢　　　
　・塔の鐘 /遠藤祐佳里　
　・ミッキーマウスマーチ /全員

12. チーム “ます” / ピアノ五重奏

　　多喜靖美・佐藤駿一郎・井上暁子・谷口賢記・氏家一葉
　・ピアノ五重奏「ます」より第 4楽章（シューベルト）

13. 教育楽器戦隊　吹飯ジャー
　　　平嶋裕衣　福田桃子　山本早紀　法木杏奈
　　　松雄はるな　加松芽衣　室井まりか　松並かなこ　
　・愛のあいさつ /ピアノ　
　・トルコ行進曲 /リコーダー・メロディオン
　・威風堂々 /打楽器（鈴・カスタネット）

14. オペラ娘
　・故郷 等

　第 4部　7月 10 日 ( 日 )　10：30 ～
  1. 倉持圭絵 / ピアノ独奏
　・幻想即興曲 op.66（ショパン）

  2. 井上美枝子 / ピアノ独奏
　・ソナタ op.31-2 テンペスト第 1楽章（ベートーヴェン）
　

  3. 杉浦弘美 / ピアノ独奏
　・幻想ソナタ第 1楽章（スクリャービン）　

  4. 結城日奈子 / ピアノ独奏
　・幻想即興曲 op.66（ショパン）　

  5. 二山香穂＆中澤朋子 / ピアノ連弾
　・アンダンテとアレグロ（メンデルスゾーン）

  6. 鈴木啓三 / ピアノ独奏
　・ソナタ　L.23（スカルラッティ）
　・献呈（シューマン＝リスト）

  7. チーム響け②/ ピアノ 8手連弾
　　岐部琴美・永嶋敦子・鈴木啓三・多喜靖美
　・ハッシュドハッシュ（伊藤康英）
　・ギャロップマーチ（ラビニャック）

  8. 川真田美保乃＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・チェロソナタ　第 3楽章（ラフマニノフ）

  9. 中澤朋子＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・無言歌（メンデルスゾーン）

10. 中村仁美＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・アルペジオーネソナタ第 1楽章（シューベルト）

11. 二山香穂＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・イタリア組曲よりイントロドゥツィオーネ・フィナーレ
　（ストラビンスキー）

12. 宮下朋子＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・チェロソナタ　第 3楽章（ラフマニノフ）

13. 渡邉沙織＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・幻想小曲集 op.73（シューマン）

14. 吉田晴子＆谷口賢記 / ピアノとチェロ
　・チェロソナタ　第 2・3楽章（ドビュッシー）

　第 5部　7月 10 日 ( 日 )　13：00 ～ 

 1. TF アンサンブル / 弦楽器とピアノ

　・ピアノ四重奏第 1番第 1楽章（ブラームス）
　　　神田和重・神田雅子・鹿田豊之・鹿田澄子
　・ヴァイオリンソナタ第 4楽章（フランク）
　　　中村正大・神田和重

2. MPT16 
　　　浅野あゆみ・市原由香・井上美枝子・神田裕子
　　　葛城秀子・久保田瑞穂・袖田亜樹・鈴木 俊子
　　　東宮智子・中尾英子・中澤朋子・二山香穂
　　　早川百合子・平賀郁恵・丸山尚巨・山田千恵

　第 2部　7月 9日 ( 土）15：30 ～
  1. 船山千鶴 / ピアノ独奏
　・愛の挨拶（エルガー）

 2. 前野愛子＆智輝・美咲 / ピアノ連弾と独奏
　・よろこびの歌（ベートーヴェン /智輝 ＆愛子）　
　・ウィンナーワルツ（ギロック /美咲）

 3. 根垣奈於 / ピアノ独奏
　・平均律第 2巻第 3番（バッハ）
　・エチュード op.10-8 op.25-12（ショパン）　

 4. 石川大貴 / ピアノ独奏
　・アラベスク（ブルグミュラー）　

 5. 樫村日奈太 / ピアノ独奏
　・森の伝説（ギロック）　
　・ルパン三世のテーマ（大野雄二作 /鈴木奈美編）

 6. 宮村寿美＆細川良恵 / ピアノ連弾
　・愛の挨拶（エルガー）　
　・メヌエット（モーツァルト）
　・軍隊行進曲（シューベルト）

 7. 岩瀬可奈枝 / ピアノ独奏
　・クライスレリアーナ　第 1,6,7 曲（シューマン）　

 8. 長谷川祥子 / ピアノ独奏
　・サリエリの歌劇「ヴェネツィアの定期市」のアリア
　「わがいとしのアドーネ」による 6つの変奏曲 k.180（モーツァルト）
　・間奏曲 op.117-2, op.119-3( ブラームス）

 9. 中尾英子＆七澤清貴 / ピアノとヴァイオリン
　・愛の挨拶（エルガー）

10. 野浦千恵＆七澤清貴 / ピアノとヴァイオリン
　・ヴァイオリンソナタ k.304 第 1 楽章（モーツァルト）

11. 浅野あゆみ＆七澤清貴 / ピアノとヴァイオリン
　・ヴァイオリンソナタ k.304 第 2 楽章（モーツァルト）

12. 古田裕美子＆七澤清貴 / ピアノとヴァイオリン
　・ヴァイオリンソナタ 第 5番 「春」第 1楽章（ベートーヴェン）

13. 櫻田真耶 / ピアノ独奏
　・間奏曲 op.117-1,2( ブラームス）

14. 篠原なつき＆篠原 元 / ピアノとヴァイオリン
　・楽興の時（シューベルト）

15. 谷口賢記＆岡本麻子 / チェロとマリンバ
　・マリエル（ゴリホフ）

・アヴェマリア（シューベルト）/ミュージックベル
・ホフマンの舟歌 /声楽
・オブリヴィオン（ピアソラ）/ピアノ連弾
・踊れ！ヨーロッパ大陸 /リレー連弾
・チャルダーシュ /鍵盤ハーモニカとピアノ
・ギャロップ・マーチ ( ラビニャック）/1台８手連弾
・ラジオ体操
・つばさをください /合唱
・さるかにばなし /お話と連弾
・風の丘～魔女の宅急便～（久石譲）/ミュージックベル


