
3 梅　　昌大 （小１）（オーストリア民謡変奏曲/クーラウ
タランテラ/プロコフィエフ

4 大村　　栞 （小２） ロンド Op.52-6/フンメル

5 石井　美有 （小２） ソナチネ 第３楽章/ラベル

6 神保和花乃 （小３） 蝙蝠男爵の城/安倍美穂

7 影山　裕奈 （小３） 演奏会用練習曲/中田喜直

8 沼田　遥菜 （小３） ロンドトッカータ/照屋正樹

9 稲垣　光希 （小４） 前奏曲とフーガ/鵜月一秀

10 新田 彩桜 （小４） ルーマニア民族舞曲より
1 .2 .5 .6 曲/バルトーク

11 佐藤　輝季 （小４） フランス組曲第５番より
アルマンド　クーラント/バッハ

12 上田　萌莉 （小５） 秋/シャミナード

13 中島　結音 （小５） ベルガマスク組曲より
プレリュード/ドビュッシー

14 稲垣　朱音 （小６） ロマンティックなワルツ/ドビュッシー

15 櫻井　望登 （小６） ソナチネ 第３楽章/ハチャトゥリャン

16 石橋　彩花 （中１） アナカプリの丘/ドビュッシー

17 寺田絵梨花 （中３） 前奏曲 OP.3-2 鐘/ラフマニノフ

18 坂本　菜帆 （高１） 四季 Op.37より
８月とりいれ/チャイコフスキー

19 森下真里奈 （高３） ラ・ヴァルス/ラベル
（東京音楽大学附属高等学校）

特別出演
　　　　　海老原恭平　　　　　田代あかり

花束贈呈 石井　美有
講師ご挨拶 田代稚恵美
おわりのことば 稲垣　朱音

 　　 [アナウンス担当]  寺田絵梨花　櫻井望登　新田彩桜
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         21th  
     Piano 
 Concert

日時　　2014年3月8日（土） 
　　　　第１部 10:45～13:15 
　　　　第２部 13:45～15:55 
会場　　さわやかちば県民プラザ　ホール



💫🌟 　第 　⼀一 　部 　🌟💫

オープニングアンサンブル
      [　　連弾　　]

1 中村　美結
中村　英子 子猫のジャズワルツ/湯山　昭

2
松永　偲歩
松永　悠佑 パイレーツ・オブ・カリビアンより
松永　朋子 彼こそが海賊

　　[  Violin＆Piano ]
3 大西　和歌 あの日の川/久石　譲
4 木村　柚希 シューベルトのセレナーデ/シューベルト
5 遠藤　怜奈 タイスの瞑想曲/マスネ

Violin　 桜田　　悟

　　[  Saxophone＆Piano  ] 
6 新田　彩桜 ジッパ・ディー・ドゥー・ダー/Allic Wrubel
7 石橋　彩花 ニュー・シネマ・パラダイス 愛のテーマ

/Morricone  白川雅樹 編曲
　Saxophone　海老原恭平

はじめのことば 北川　真衣

1 新関　愛子 （大人） ウィーンの想い出/ギロック

2 鳥居　遼人 （年中） おへやのなかのきしゃぽっぽ/安倍美穂

3 石井　夏月（年長）（ タンポポがとんだ/平吉毅州
牧童舞曲/パプ・ラヨシュ

4 金丸　一華 （小１）（ 人魚のうた/ウェーバー
プリンとプルンのふざけっこ/平吉毅州

5 有賀　文音 （小１）（ バラライカとアコーディオン/A.サモノフ
子馬のポルカ/鵜月一秀

6 齋木　桜子 （小２） ポップ・コーン/湯山　昭

7 松永　偲歩 （小２） こどもたちの舞踏会/T.クラック

8 石井　　天 （小２）（ メヌエット ヘ長調 K.V.2/モーツァルト
タランテラのように/V.アガファニコフ

9 鷲谷慎之助 （小２）（ マーチ/J.クラーク
土人の踊り子/バスティン

10 北川　真衣 （小２）（エオリアン・ハープ/ギロック
赤い月とこびとの踊り/平吉毅州

11 中村　美結 （小３） おおぐまこぐま/田中カレン

12 上田　結鈴 （小３）（ひとりぼっち/有馬礼子
小さな探検隊/安倍美穂

13 松永　悠佑 （小４） スピード自動車/中田喜直

14 服部　　葵 （小４） スカーフ・ダンス/シャミナード

15 鷲谷　莉子 （小４）（コントラスト/カバレフスキー
さいころのおどり/三善　晃

16 秋葉　れい （小４）（微風/武満　徹
ロンド・トッカータ/カバレフスキー

17 大西　和歌 （小４） 人形へのセレナード/ドビュッシー

18 北川  莉子 （小４） 放課後のソナチネ 全楽章/安倍美穂

19 木村　柚希 （小５）（まぼろしの騎士/ギロック
中国人の行列/ギロック

20 秋葉　里緒 （小５） 物語より 第１曲 金の亀を使う女/イベール

21 片岡　優花 （小５） 夏の雲/日下部満三

22 遠藤　怜奈 （小６） 真夜中のハロウィン・パーティー/秋元恵理子

23 北川　知恵 （大人） 大地/田中カレン

24 塙　　樹里 （中２） ノクターン 第21番 遺作/ショパン

25 石山　　澪 （中２） 音楽帳の一頁/シャブリエ

26 今村　樹乃 （高１） 組曲Op.14より 第２曲、第３曲/バルトーク

27 佐藤　駿介 （高２） 田園的小曲集より Allegretto con moto/ブリッジ

28 古里　彩乃 （高２） カンツオーネ ダ ソナーレ 第３楽章/日下部満三

29 佐藤梨里伊 （大３） ３つのノヴェレッテンより No.1/プーランク

30 佐藤菜奈子 （大人） 四季 Op.37より ２月謝肉祭/チャイコフスキー

特別出演

　　　　　桜田　　悟　　　　　田代あかり

花束贈呈 鷲谷慎之助
おわりのことば 鷲谷　莉子

 [アナウンス担当]  今村樹乃　塙　樹里　秋葉里緒

💫🌟 　 　第 　⼆二 　部 　🌟💫

オープニングアンサンブル

     [　　連弾　　]

1 山手　勇人 （ コアラの子守歌/内田勝人
影山　裕奈 おさるのたいそう/平野淳一

2 梅　　昌大 海賊船/内田勝人
梅　　昌子

3 石井　美有 ラッコ・ロック/中島良史
上田　萌莉

4 稲垣　光希 汽車は走るよ/中田喜直
稲垣　朱音

　　[  Violin＆Piano ]

5 大村　　響 組曲「惑星」より ジュピター/ホルスト
大村　　栞

6 神保和花乃 海の見える街/久石　譲
Violin　 桜田　　悟

　　[  Saxophone＆Piano  ] 
7 有永　音羽 「魔女の宅急便」より 仕事はじめ/久石　譲
8 中島　結音 リベルタンゴ/ピアソラ

　Saxophone　海老原恭平

はじめのことば 梅　　昌大

1 大村　　響（年長） おもちゃのダンス/ギロック

2 有永　音羽（年長）（ やどかりの波のり/三善　晃
ちいさな もんしろちょう/A.シトガレンコ



Profile
海老原恭平 
茨城県取手市出身。千葉県立柏南高等学校を経て、洗足学園音楽大学 
音楽学部を卒業。サクソフォーンを林田和之、原博己の両氏に、室内 
楽を服部吉之、池上政人の両氏に師事。 
在学中に「期待の音大生によるアフタヌーンコンサート」(JTアート 
ホール)「第13回室内楽コンサート」(みなとみらい小ホール)など、 
多数の学内選抜演奏会に出演。茨城県新人演奏会オーディション合格、
同演奏会出演。2013年３月に茨城県つくば市にてソロリサイタルを開
催。同年９月には東京都赤坂にてソロライブを、11月に代々木にてデュ
オの演奏会を主催。いずれも好評を博す。いばらき文化振興財団登録
アーティスト。 
現在、ソロやアンサンブル、吹奏楽などで演奏する傍ら、サックス演
奏指導や中高生のための管楽器コンクールの審査など、幅広く活動中。

桜田　悟 
4歳よりヴァイオリンを始める。小学6年から3年間千葉県少年少女 
オーケストラ在籍。2008年東京音楽大学入学。大学在学中にリチャ 
ード・ディーキン氏の公開レッスン、マーク・ラミレス氏のマスター 
クラスを受講。京都国際音楽学生フェスティバル2011参加。 
第12回ブルクハルト国際音楽コンクール室内楽部門入賞（最高位）。 
第6回蓼科音楽コンクールin東京室内楽部門第二位（一位なし）。 
これまでにヴァイオリンを脇野真樹、景山誠治の各氏に、室内楽を横
山俊郎、荒井英治、齋藤知亜の各氏に師事。現在室内楽奏者として
Strings Chamber Unit the Bistro W、Quartet SPACE Fのヴァイ
オリン奏者、オーケストラ・トウキョウ、アンサンブルTHE ENDのコ
ンサートマスターを務める。

田代あかり 
1989年東京都生まれ。3歳よりピアノを始める。千葉県立柏高等学校、 
東京音楽大学器楽専攻(ピアノ演奏家コース)を卒業し、現在同大学大学 
院器楽専攻鍵盤楽器研究領域(伴奏)２年に在籍中。2007年ヤングアー 
チストピアノコンクール銅賞受賞、2009年第18回 ちば音楽コンクール 
 F部門３位、2010年ブタペスト リスト音楽院での交歓演奏会に出演、 
2012年東京音楽大学校友会千葉県支部新人演奏会出演。 
これまでにアレキサンダー・イェンナー、マティアス・キルシュネライ
ト、パスカル・ドヴァイヨン各氏のマスターコース受講、渡部由記子、
角聖子、鵜木日土実、藤田　尚、倉沢仁子の各氏に師事。 
現在、播本枝未子、土田英介、篠田昌伸、オーヴァトン・リック、丹内
真弓の各氏に師事。
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