
1 ⼩林祐貴 東京 3年 ドビュッシー 前奏曲集 第1巻 より 第10曲「沈める寺」
2 内藤菜々美 東京⾳⼤（上智） 2年 ショパン バラード 第1番 Op.23
3 宇津⽊真之 慶應 2年 リスト 「愛の夢」S.541 より 第3番
4 ⼭⽥裕真 東京 1年 ラヴェル ソナチネ
5 阿由葉舞 東京 2年 モーツァルト きらきら星変奏曲 K.265
6 ⼩泉佑太 慶應 4年 シューマン ピアノソナタ 第1番 Op.11 第1楽章
7 ⻑澤梓⾳ 明治 2年 バッハ＝ブゾーニ 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ BWV 1004 より

「シャコンヌ」

1 厚東昌宏 千葉（東京） 修⼠2年 カプースチン 「瞑想曲」Op.47
2 佐藤桃⼦ 早稲⽥ 1年 グラナドス

ラフマニノフ
スペイン舞曲集 Op.37 より 第5番「アンダルーサ」
「6つの楽興の時」Op.16 より 第4番

3 蓮池創太郎 東京 2年 ショパン ポロネーズ 第6番 Op.53「英雄」
4 関恵太郎 ⽴教 3年 ガーシュウィン

ベートーヴェン
リスト

「3つの前奏曲」より 第1番
ピアノソナタ 第14番「⽉光」Op.27-2 第2楽章
ハンガリー狂詩曲 S.244 より 第6番

5 三輪透⼦ 上智 3年 ラヴェル 組曲「鏡」より 第4曲「道化師の朝の歌」
6 ⽒家璃⼦ 東京⾳⼤（早稲⽥） 1年 シューマン ピアノソナタ 第2番 Op.22
7 鈴⽊海⽃ 東京 2年 ブラームス ピアノソナタ 第2番 Op.2 第1楽章

1 ⽵内友莉菜 早稲⽥ 4年 リスト 巡礼の年 第1年「スイス」S.160/R.10 より 第4番「泉のほとり
で」

2 中村優太 東京 3年 武満徹 ⾬の樹素描Ⅱ -オリヴィエ・メシアンの追憶に-
3 ⻑島諒 慶應 1年 ショパン バラード 第1番 Op.23
4 ⽥蒔ゆりえ 桐朋短⼤（東京） 専攻科2年 シューベルト

バッハ
ピアノソナタ 第13番 D 664 Op.120 第1楽章
シンフォニア 第12番 BWV 798

5 細⾕拓海 上智 4年 サティ
ラヴェル
ローレム

「夜想曲」より 第4番
亡き王⼥のためのパヴァーヌ
ピアノソナタ 第2番 第3楽章「夜想曲」

6 ⿊住菜⽉ 上智 1年 ショパン 12の練習曲 Op.10 より 第12番「⾰命」
7 豊⽥萌恵 早稲⽥ 2年 シューマン 幻想曲 Op.17 第1楽章

1 峰優季恵 東京 修⼠2年 ラヴェル 「クープランの墓」 より 「プレリュード」「トッカータ」
2 久嶋伶奈 ⽴教 1年 ショパン スケルツォ 第2番 Op.31
3 上村奈々珠 東京⾳⼤（早稲⽥） 3年 スクリャービン ピアノソナタ 第5番 Op.53
4 佐藤優輝 慶應 2年 ラフマニノフ 絵画的練習曲「⾳の絵」Op.39 より 第4番・第5番
5 ⽔村彰吾 東京 3年 シマノフスキ 変奏曲 Op.3
6 永嶋千春 早稲⽥ 1年 リスト パガニーニによる⼤練習曲 S.141 R.3b より 第3曲「ラ・カンパ

ネラ」
7 松本征芳 ⼯学院（明治） 3年 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる⼤ポロネーズ Op.22

1 ⾈⼭凜太郎
川畑哲佳

早稲⽥
早稲⽥

1年
1年

モーツァルト アンダンテと5つの変奏曲 K.501

2 ⾚川耀
瀬尾晴⾹

明治
⽇本⼥⼦（明治）

3年
3年

サティ 「⾵変わりな美⼥」より「⼤リトルネッロ」「フランス・⽉世
界のマーチ」

3 ⽔⾕惇⼈
豊野拓⺒

早稲⽥
早稲⽥

1年
1年

サン=サーンス 組曲「動物の謝⾁祭」より 第11曲「ピアニスト」・第12曲「化
⽯」

4 ⾓⽥千草
阿部咲⽉

⽴教
早稲⽥

2年
2年

ラフマニノフ
ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 Op.18 第1楽章
「ハンガリー舞曲集」より 第4番

5 近藤遼河
内海悠磨

東京
信州（東京）

4年
3年

レオ・オーンスタイン 夜想曲と死の踊り より「死の踊り」

第４部（14:15~15:30）

第５部（15:45~16:45）

東京六大学ピアノ連盟　サマーコンサート2019　プログラム
カワイ表参道 コンサートサロン「パウゼ」

2019年8⽉21⽇ 開場10:00 開演10:15 終演19:30

第１部（10:15~11:30）

第２部（11:40~12:50）

第３部（13:00~14:05）



6 松本陽
⼭本⼀輝

慶應
⽴教

3年
3年

⼭本⼀輝 2台のピアノのための序曲

7 佐藤善彬
⾦村奈緒

慶應
慶應

2年
2年

グリーグ ピアノ協奏曲 Op.16 第1楽章

1 岡優⾥⾹ 慶應 2年 ショパン スケルツォ 第2番 Op. 31
2 ⾼野翔太 早稲⽥ 4年 ラフマニノフ 「6つの楽興の時」Op.16 より 第3番・第6番
3 ⾼橋凜 桐朋（東京） 2年 バッハ トッカータ BWV 914
4 藤井映⾥ 上智 2年 リスト 「愛の夢」 S.541 より 第3番
5 ⿑藤優奈 早稲⽥ 1年 ラヴェル 組曲 ｢鏡｣ より 第4曲 ｢道化師の朝の歌｣
6 阪真希 東京⾳⼤（上智） 2年 プーランク 「ナゼールの夜会」より 前奏曲・変奏1,2,3,6
7 奥野周平 東京 3年 プロコフィエフ ピアノソナタ 第7番「戦争ソナタ」Op.83 第2楽章・第3楽章

1 池⽥和⾳ お茶の⽔⼥⼦（東京） 2年 ベートーヴェン ピアノソナタ 第26番「告別」Op.81a 第1楽章
2 ⾼橋柚夏 明治 1年 ショパン バラード 第1番 Op.23
3 ⼤町和海 東京 4年 ⼤町和海 四つのささやかでひかえめな練習曲「⻯胆」「機智」「恋歌」

「薫⾵」
4 坂⽥梓 慶應 2年 スクリャービン 12の練習曲 Op.8 より 第12番「悲愴」
5 帆⾜海星 上智（明治） 3年 リスト メフィスト・ワルツ 第1番「村の居酒屋での踊り」S.514 R.181
6 菅野理彩 早稲⽥ 4年 ショパン 華麗なる変奏曲 Op.12
7 廣畑優太朗 東京 3年 ラヴェル 亡き王⼥のためのパヴァーヌ
8 坂本千依 上智 4年 ドビュッシー 喜びの島

第６部（17:00〜18:10）

第７部（18:20~19:30）


