
日時　　2018年3月3日（土）
　　　　第１部 10:30～13:10（開場10:15）
　　　　第２部 13:40～16:15
会場　　さわやかちば県民プラザ　ホール

田代稚恵美ピアノ教室
C.TASHIRO PIANO STUDIO

〒270-0115  千葉県流山市江戸川台西3-110-1 
　　　　　　　  TEL/FAX  04-7152-9379

E-Mail:ctashiro-akatsuki@tirara.ocn.ne.jp
http://ctashirops.org/index.html

後援 ヤマハリテイリング銀座店　
　東京都中央区銀座7-9-14

             TEL 03-3572-3132

さわやかちば県民プラザホール

　　柏市柏の葉4-3-1

　　Tel / 04-7140-8600
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp

はじめのことば 大賀　智水

1 桜井　優凪 （年少）（ふしぎなポケット/渡辺茂
かわいい舞曲/グルリット

2 大賀　智水 （年長）（メヌエット/クリーガー
メロディ/シューマン

3 平尾　華穏 （小１）（エチュード/マイカパル
フランス人形/ギロック

4 佐々木優香 （小２） 華やかなワルツ/G.オースティン

5 沼田　若菜 （小３） 三つの星/ヴィラ＝ロボス

6 坂本百合彩 （小３）（ソルフェージェット/C.P.E.バッハ
星の噴水/湯山昭

7 有永　音羽 （小４）（エチュードOp.25-2/ショパン
つむぎ歌/メンデルスゾーン

8 片山　　紬 （小４）（つむぎ歌/ブルグミュラー
（村木裕子先生門下） ワルツ Op.34-3/ショパン

9 梅　　昌大 （小５） ソナタ 第１番 Op.2-1
        第１楽章/ベートーヴェン

10 北川　愛梨 （小６） 「謝肉祭」より 前口上/シューマン

11 石井　美有 （小６） 波を渡るパオラの聖フランシスコ
                     /リスト

12 沼田　遥菜 （中１） 巡礼の年報 第１年「スイス」より

泉のほとりで/リスト
13 稲垣　光希 （中２） 「ホルベルク組曲」より

リゴードン Op.40-5/グリーグ
14 新田　彩桜 （中２） 間奏曲 変イ長調/プーランク

15 上田　萌莉 （中３） 華麗なる変奏曲 変ロ長調 Op.12
                  /ショパン

16 稲垣　朱音 （高１） 24の前奏曲第17番 変イ長調/ショパン

17 寺田絵梨花 （大１） アレグロ・アパッショナート
                 /サン＝サーンス

特別出演 Saxophone ensemble

　　　　　海老原恭平　　　　　田代あかり

特別出演 Piano

　　　　　芦谷　ゆふ

花束贈呈 沼田　若菜
講師ご挨拶 田代稚恵美
おわりのことば 坂本百合彩

 　　 [アナウンス担当]上田結鈴　古里彩乃

       25
Anniversary
Concert



8 押田　匠真 （小１）（メヌエット/フック
火のおどり/轟千尋

9 京藤希恵瑠 （小２）（かくれんぼ/シュモール
そよかぜのおどり/三善晃 

10 鈴木日向子 （小２） ６つのウィーン ソナチネ
             第１番 第４楽章/モーツァルト

11 長谷川朋洋 （小２）（アレグロ/モーツァルト
スタレガ・ラプソディ/平吉毅州

12 松永　啓佑 （小２）（ポロネーズ/J.S.バッハ
ロボットたんけん隊/大野愛

13 鳥居　遼人 （小３） 炎のアパッショナート/湯山昭

14 増田　　結 （小３） ポップ・コーン/湯山昭

15 川口　夢月 （小４） おどりとうたと/中田喜直

16 石井　夏月 （小４） 波の彩り/金井秋彦

17 大村　　響 （小４） 人形へのセレナード/ドビュッシー

18 有賀　文音 （小５） 小鳥のとばない空/大田桜子

19 大村　　栞 （小６） ソナタHob.ⅩⅥ：37 第１楽章/ハイドン

20 上田　結鈴 （中１） ロマンティックなワルツ/セブラック

21 影山　裕奈 （中１） プレスト・アジタート/メンデルスゾーン

22 神保和花乃 （中１） 雨の道/橋本国彦

23 阿部麻菜美 （中１） 雨の庭/ドビュッシー

24 服部　　葵 （中２） 夕暮れのアラベスク/吉松隆

25 鷲谷　莉子 （中２） ロマンティックな情景/シベリウス

26 秋葉　れい （中２） 舞曲「異国の風」/中村夏美

27 三輪　駿介 （大３） おてんば娘/イベール

28 古里　彩乃 （大３） ソナチネ 第３楽章/ラヴェル

29 鶏内菜奈子 （大人） 愛の夢 第３番/リスト

30 小松菜津美 （大人）（エチュード Op.25-1/ショパン
ピアノのための10の練習曲 第９番 Op.15-9 

　　　　　　　/ボルトキェヴィチ
特別出演 Violin ensemble

　　　　　桜田　　悟　　　　　田代あかり

花束贈呈 大村　　栞
おわりの言葉 　　　　　　　増田　　結

 　　 [アナウンス担当]  石井美有　有永音羽　北川愛梨　

💫 🌟 　第　二　部　🌟 💫

✨ ✨ 💕 Special Performance（サプライズ）💕 ✨ ✨
                   新田　彩桜 ＋ ？？？

　                    （ ベストアンサンブル賞’2017）

オープニングアンサンブル
　　[  Saxophone＆Piano  ]
1 佐々木優香 アンダー・ザ・シー/Alan Menken

                      Saxophone　海老原恭平
      [　　連弾　　]
2 大賀　智水 むすんでひらいてミュージカル/後藤ミカ編曲

                             Piano　 田代あかり

3
片山　　紬 「くるみ割り人形」より 金平糖の踊り 

トレパーク/チャイコフスキー有永　音羽

4
梅　　昌大

「子供の遊び」より 舞踏会/ビゼー梅　　昌子

　　[  Violin＆Piano  ]
5 沼田　遥菜 G線上のアリア/J.S.バッハ
6 石井　美有 サパテアード/サン＝サーンス

                            Violin　 桜田　　悟

💫 🌟 　第　一　部　🌟 💫

✨ ✨ 💕 25th Anniversary Opening Performance 💕 ✨ ✨

                        芦谷　ゆふ　   　田代あかり

オープニングアンサンブル
      [　　連弾　　]

1
松永　啓佑 ピアノでサッカー/小森昭宏松永　朋子

　　[ Clarinet＆Piano ]

2
服部　美里（Cl） クラリネット・ポルカ（Clarinet Polka）服部　　葵（Pf）

　　[  Violin＆Piano  ]
3 新関　愛子 （夕方の歌/中田喜直

スペインのフィエスタ/バスティン
4 京藤希恵瑠 空から降ってきた少女/久石譲
5 沼田　若菜 ウィーンの想い出/ギロック
6 北川　愛梨 白鳥/サン＝サーンス

                    Violin　桜田　　悟
　　[  Saxophone＆Piano  ]

7 阿部麻菜美 情熱大陸／葉加瀬太郎
             Saxophone　海老原恭平

はじめのことば 鈴木日向子

1 村岡　弦音 （年少）（ ぞうさんのワルツ/バスティン
ちょうちょう/ドイツ民謡

2 長清　　駿 （年少）（ おへやのなかのきしゃぽっぽ/安倍美穂
インディアンの酋長/バスティン

3 鈴木　琴子 （年中）（ かえるの行進/春乃うらら
ちいさなワルツ/ツェルニー

4 村岡　詩月 （年中）（ ガヴォット/テレマン
かわいい犬/バスティン

5 石井　那月 （年中）（ 小さい歌/カバレフスキー
いろえんぴつならんだ/轟千尋

6 川口　心愛 （年中）（ いわし雲のうた/池辺晋一郎
いなか風の踊り/フンテン

7 長谷川巧実 （年長）（ かっこうとろば/ツェルター
まつり/久米詔子
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