
コンサートに関するお問い合わせ／
全日本ピアノ指導者協会　西日本京都事務局PTNA京都支部
京都市中京区寺町通二条上ル　辻方　TEL.075（231）4127

主催／全日本ピアノ指導者協会
　　　西日本京都事務局 PTNA京都支部

1. 吉田 彩良（年長・A2級・京都）

平吉毅州…

虹のリズムより「タンポポがとんだ」

「想い出」「バレリーナの悲しみ」

 

2. 竹本 芽生（小2・A1級・京都）

ベートーヴェン…

ソナチネ Anh5(1)

3. 後藤 更彩（小2・A1級・岐阜）

ショパン…

ポロネーズ第11番 ト短調(遺作)

4. 梅永 真帆（小2・A1級・大阪）

平吉毅州…

真夜中の火祭り

5. 吉田 陽希（小3・B級・京都）

コレッリ…サラバンド

J.S.バッハ…

フランス組曲 第５番より ガヴォット

ドビュッシー…小さな黒人

6. 明田 晴雅（小4・B級・京都） 
カバレフスキー…

変奏曲 イ短調 Op.40-2

7. 矢田 花（小5・C級・京都）

ショパン…幻想即興曲 Op.66

8. 黒田 佳穂（小5・C級・京都）

グリンカ＝バラキレフ…ひばり

9. 青坂 優奈（中2・D級・京都）

シューベルト…即興曲 Op.90-2

10. 山路 莉沙（中1・E級・三重）

サン=サーンス…

アレグロ・アパッショナート Op.70

11. 袖岡 英都（高２・F級・全国ベスト１６賞・京都）

ショパン…エチュード Op.25-10

ベートーヴェン…ソナタ第21番「ワルトシュタイン」第１楽章

1. 濱田 洛樹（年長・A2級・京都）

ネーフェ…カンツォネッタ

バスティン…野性の騎士

2. 柳 穂佳（小1・A1級・京都）

ベートーヴェン…

ソナチネ第６番 第１楽章 第２楽章

3. 小宮山 智子（小2・A1級・京都）

テレマン…

36のクラヴサンのためのファンタジア 第１番

シューベルト…

36の最初のワルツ Op.9-4

4. 三井 梨瑚（小4・B級・滋賀）

ハイドン…

主題と変奏  Hob.XVII:5 

5. 中江 くるみ（小5・C級・滋賀）

中田喜直…変奏的練習曲

6. 川田 美緒（小5・C級・滋賀） 
ショパン…

３つのエコセーズ Op.72-3

7. 小野 奏（小5・C級・京都）

ドビュッシー…アラベスク 第１番

8. 舞谷 和花（中1・D級・石川）

ショパン…幻想即興曲 Op.66

9. 北村 友結（中1・D級・滋賀）

ショパン…ボレロ Op.19

10. 熊谷 香織（グランミューズA1・静岡）

ドビュッシー…

映像 第１集 「水の反映」

「ラモーを讃えて」 「運動」

1. 竹田 航（年長・A2級・大阪）

クレメンティ…

ソナチネ Op.36-3 第１楽章

2. 山内 碧（小2・A1級・京都）

シマノフスカ…カドリーユ

湯山昭…バウムクーヘン

3. 紅谷 花乃鈴（小4・B級・京都）

モーツァルト…ソナタ  K.545

4. 河口 璃久（小4・B級・大阪）

バルトーク…ルーマニア民族舞曲

5. 深谷 心琴（小5・C級・福井）

ショパン…

ワルツ第１番 Op.18「華麗なる大円舞曲」

6. 西村 百佳（小6・C級・京都）

リスト…愛の夢 第３番

7. 畑野 愛侑（小6・C級・滋賀）

ショパン…

ドイツ民謡「スイス少年」による変奏曲

8. 長澤 怜子（中1・D級・滋賀）

サン=サーンス…

アレグロ・アパッショナート Op.70

9. 奥城 未來（高１・E級・大阪）

ショパン…

バラード 第２番 Op.38

10. 田野 萌子
（大２・グランミューズY・全国第３位・京都）

プーランク…３つのノヴェレッテ

シューマン＝リスト…献呈 S.566 R.253

● 2020年2月9日（日） 12:30開場 13：00開演
● 京都コンサートホール 小ホール

要整理券
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