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1. 吉田 彩良（年中・京都）

クロツキン…

ワルツ

ウクライナ民謡…

わをこわさないようにおどろうよ 

 

2. 山縣 馨太（小1・京都）

ミュラー…

スケルツォ

3. 佐藤 萌恵（小2・京都）

テレマン…

メヌエット

ベートーヴェン…

ソナチネ ヘ長調 No.6 第１楽章

4. 田中 乃杏（小3・京都）

ショパン…

マズルカ 第43番 Op.67-2

クログルスキ…

ショパン風マズルカ ホ短調

5. 中務 凛（小4・京都）

ドビュッシー…

アラベスク 第１番

6. 田中 美夢（小5・京都） 
ショパン…

幻想即興曲 Op.66 嬰ハ短調

7. 鬼城 妙音（中1・京都）

メンデルスゾーン…

ロンドカプリッチオーソ Op.14

8. 渡邉 茉莉（高１・大阪）

ショパン…

アンダンテ･スピアナートと

華麗な大ポロネーズ Op.22

1. 連弾 池本 実莉（小2・大阪） 
       保木 優里（小2・大阪）

伊藤康英…

パレード

徳備康純…

たのしいおしゃべり

2. 二村 沙紀（小2・滋賀）

ハチャトゥリアン…

エチュード

3. 山上 冴月（小2・京都）

安倍美穂…

組曲「眠り姫のおはなし」より　

　1.小さな王女さまがお生まれだ！

　2.悪い妖精とよい妖精

　3.回れ糸ぐるま！

　4.時の止まったお城

　5.約束のとき王子様がやってきた

4. 高橋 啓太（小3・京都）

チマローザ…

ピアノソナタ 34番

クログルスキ…

ショパン風マズルカ ホ短調

5. 黒田 佳穂（小4・京都）

シベリウス…

カプリス Op.24-3

レビコフ…

メランコリックワルツ Op.2-3

6. 西村 百佳（小5・京都）

ショパン…

エチュード Op.10-5「黒鍵」

即興曲 第１番 変イ長調 Op.29

7. 永里 姫珈（中Ⅰ・滋賀）  

ショパン…

スケルツォ 第１番 ロ短調 Op.20 

８. 連弾 藤本 来瞳（高２・福井） 
        徳橋 結好（高1・福井）

ガーシュイン…

ラプソディ イン ブルー     

1. 高橋 りこ（小1・京都）

J.C.Fバッハ…

アングレース

シマノフスカ…

コントルダンス

2. 吉田 陽希（小2・京都）

平吉毅州…

虹のリズムより　

　1.蛙の散歩

　2.ささぶねの航海

　3.ススキの葬列

3. 杉浦 愛理（小3・京都）

カバレフスキー…

やさしい変奏曲「トッカータ」

4. 橋本 羽彩（小4・京都）

グリーグ…

ホルベルク組曲より

プレリュード

リゴードン

5. 西村 遥（小5・滋賀）

ラインホルト…

即興曲 Op.28-3

6. 長澤 怜子（小6・滋賀）

ショパン…

ワルツ ヘ長調 Op.34-3

即興曲 第１番 変イ長調 Op.29

7. 大月 春乃（高１・奈良）

ショパン…

スケルツォ 第３番 嬰ハ短調 Op.39

ゲスト演奏：ピティナの先輩の演奏

小林小百合、清水陽介

● 2019年2月10日（日） 12:30開場 13：00開演
● 京都コンサートホール 小ホール
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