
10:45 第一部 ※時間は多少ずれる可能性がございます。
1 ベートーベンソナタ49-2第一楽章 （Ｍ） 小柳健太朗 こやなぎけんたろう 年長 5 花崎
2 おさかなとんだよ （Ｐ） 島永　勝翔 しまながまさと 年中 2 花崎
3 びんご （Ｐ） 森田　朋恵 もりたともえ 年少 初 山内
4 たいこのこうしん （Ｐ） 福入　望未 ふくいりのぞみ 小３ 2 花崎
5 せいじゃがまちにやってくる （Ｐ） 寺田　尚悟 てらだしょうご 年長 3 山内
6 おたんじょうびおめでとう （Ｐ） 井上　朝葵  いのうえさき 年長 初 山内
7 うたうオルゴール （Ｐ） 古城戸海月 ふるきどみづき 小２ 3 石川
8 インディアンのおどり （Ｐ） 長山　心優 ながやましゅう 小１ 初 花崎
9 おひさまぽかぽか （Ｐ） 新屋　凛乃 しんやりの 小１ 2 花崎

10 こびとのがくたい （Ｐ） 山下　結愛 やましたゆい 年長 初 坂本
11 おおかみなんかこわくない （Ｗ）鷹巣 菜々美 たかすななみ 年少 初 山崎
12 いつか王子様が （Ｗ）大久保沙綾 おおくぼさあや 年長 初 大久保
13 口笛吹いて歩こう （Ｗ）森　葵彩 もりあおい 年長 初 坂本
14 げつようびのにじ （Ｄ） 松垣　温花 まつがきはるか 小３ 2 石川
15 メリーゴーランド （Ｄ） 熊丸　彩音 くままる あやね 小2 2 小島
16 黄色い小鳥 （Ｄ） 楢崎未穂子 ならさきみほこ 小４ 5 石川
17 おてがみきたよ （Ｄ） 古城戸柚月 ふるきどゆずき 小５ 8 石川
18 レモネードおいしいね （Ｄ） 石野　優有 いしのゆう 小５ 7 石川
19 南の島のことりたち （Ｄ） 堺　大洋 さかいたいよう 小４ 8 鬼丸
20 天国からのおくりもの （Ｄ） 小林　美優 こばやしみゆ 小６ 5 石川
21 ソナチネ　イ短調 （Ｄ） 内田　詩乃 うちだしの 小５ 9 石川
22 カンカン （Ｃ） 松本　祐玖 まつもとたすく 年中 2 鬼丸
23 びっくりシンフォニーのテーマ （Ｃ） 世利　匤騎 せりこうき 小３ 2 山内
24 トルコ行進曲 （Ｃ） 庄林　杏 しょうばやしあん 年長 2 山内
25 朝（「ペールギュント組曲」より） （Ｃ） 井　くるみ い　　くるみ 小１ 初 大久保
26 歓びの歌 （Ｃ） 吉田　小春 よしだこはる 小１ 4 山内
27 ラデツキーマーチ （Ｃ） 堤 　望乃 つつみ のの 小１ 3 小島
28 主よ人の望みのよろこびよ （Ｃ） 藤原　聖梛 ふじわらせな 年長 4 山内

11:25 29 南国のバラ （Ｃ） 篠原　優衣 しのはらゆい 小２ 初 坂本
30 エリーゼのために （Ｃ） 田代　旭 たしろあさひ 小１ 2 坂本
31 楽しき農夫 （Ｃ） 山﨑　亜美 やまさきあみ 小３ 2 坂本
32 山の魔王の宮殿にてグリーグ （Ｃ） 石橋　千里 いしばしちさと 小１ 7 花崎
33 聖アンソニーのコラール （Ｃ） 太田　琴菜 おおたことな 小２ 2 山内
34 ウィーンのもりの物語 （Ｃ） 渡辺　麟 わたなべりん 小３ 3 渡辺
35 インヴェンション第2番（J.S.バッハ） （E） 中川　武優 なかがわたける 小３ 14 福本
36 牧歌（ブルグミュラー） （E） 中川　太凱 なかがわたいが 小５ 16 福本
37 ト長調のメヌエットバッハ （Ｍ） 田島　和呼 たじまわこ 小４ 4 花崎
38 勇敢な騎士 （Ｍ） 永里　心 ながさとこころ 小２ 2 花崎
39 ト長調のポロネーズ（バッハ） （Ｍ） 原口　琴美 はらぐちことみ 小４ 6 花崎
40 遊びの時間（バルトーク） （Ｍ） 石橋研一郎 いしばしけんいちろう小３ 10 花崎
41 アラベスク（ブルグミュラー） （Ｍ） 中村　仁美 なかむらひとみ 小５ 9 花崎
42 バラード（ブルグミュラー） （Ｍ） 田島　真帆 たじままほ 中２ 6 花崎
43 素直な心（ブルグミュラー） （E） 中川　武優 なかがわたける 小３ 15 福本
44 ハイ・トップス（バスティン） （E） 中川　太凱 なかがわたいが 小５ 15 福本
45 メリーさんのひつじ（バスティン編） （Ｐ） 村川　柚葵 むらかわゆずき 年中 初 堀江
46 とりがなく （E） 村川　采羽 むらかわことは 小１ 3 堀江
47 ぞうさんのワルツ（バスティン） （E） 大谷　百恵 おおたにももえ 小２ 2 堀江
48 おやゆびのうた（バスティン） （Ｐ） 庄司　唯人 しょうじゆいと 年少 初 堀江
49 こねこのなまえはてぶくろ（バスティン） （Ｐ） 小林　太郎 こばやしたろう 年中 2 堀江
50 たいこのこうしん（バスティン） （Ｐ） 糸瀬　心音 いとせこと 小１ 初 堀江
51 軍隊行進曲（バスティン編） （E） 塙　眞惟子 はなわまいこ 小１ 初 堀江
52 ニ長調のミュゼット（バスティン編） （E） 堀江　陽翔 ほりえはると 小１ 4 堀江
53 ソナチネ（バスティン編） （E） 立山　青空 たてやまそら 小２ 2 堀江
54 つむぎ歌（エルメンライヒ） （E） 小野山葵唯 おのやまあおい 小５ 初 堀江
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12:40 写真撮影   第一部の方
13:00 ウエルカムアーティスト準備のため全員退場



13:50 開場
14:00 第二部

ウエルカムアーティスト
《ピアノとヴァイオリンのデュオコンサート》
ヴァイオリン・サルヴァトーレ・ピエーディスカルツィさん　・ピアノ石黒美有さん

プログラム

ベートーヴェン：バイオリンソナタ第5番「春」全楽章
ビバルディ：四季より「春」
メンデルスゾーン：春の歌
Ｊ．シュトラウス：春の声
チャイコフスキー：「くるみ割り人形」より、花のワルツ～金平糖の踊り～コーダ

※曲順は変更する可能性があります

14:45 写真撮影  第三部の方

15:00 第三部
1 びんご 舛本  陽葵 ますもとはるき 年少 初 舛本
2 びっくりシンフォニー(ハイドン.バスティン編) 樋口  愛 ひぐちあい 年少 3 福本
3 山のぼり　（トンプソン） 朴   友莉 ぼくゆり 年中 2 山内
4 ガボット　（テュルク） 明石  愛子 あかしあいこ 年長 9 福本
5 小さな歌Op.27,No.2(カバレフスキー) 明石  美央 あかしみお 小２ 11 福本
6 ポルカ（チャイコフスキー） 舛本  和花 ますもとのどか 小４ 23 福本
7 ト長調のエコセーズ 篠原  梨奈 しのはらりな 小４ 2 坂本
8 ト長調のソナチネ 三上  遥香  みかみはるか 小４ 初 山内
9 ヘ長調のソナチネよりアレグロ 村井  志織 むらいしおり 小５ 初 坂本

10 ニ長調のミュゼット 大山  華果 おおやまはるか 小５ 2 坂本
11 わたしのハムスター（リサ.バスティン） 樋口  愛 ひぐちあい 年少 4 福本
12 小さな嘆き（ブルグミュラー） 明石  愛子 あかしあいこ 年長 8 福本
13 小さなソルフェージュ　（C.P.E.バッハ） 明石  美央 あかしみお 小２ 10 福本
14 道化師（カバレフスキー） 吉田  柑太 よしだかんた 小３ 3 山内
15 インヴェンション 第15番　（J.S.バッハ） 舛本  和花 ますもとのどか 小４ 24 福本
16 ポロネーズ　嬰ト短調（ショパン） 黒木　葵 くろきあおい 中２ 初 山崎
17 インヴェンション　第9番　（J.S.バッハ） 福田  百恵 ふくだももえ 中３ 33 福本
18 インヴェンション　第6番　（J.S.バッハ） 近藤  智子 こんどうともこ 大２ 17 福本
19 サラバンド（コレッリ） 柿本  凱大 かきもとよしひろ 大２ 23 福本
20 平均律第１巻No.21 ヘ短調 BWV786（J.S.バッハ）土屋  美晴 つちやみはる 大４ 24 福本
21 塔の鐘　（ギロック） 神宮  あい じんぐうあい 小２ 初 山内
22 インディアンの踊り （ギロック） 宇野  陸斗 うのりくと 小2 初 山内
23 トロイメライ（シューマン）　 宇野  舞菜 うのまな 小５ 初 山内
24 華麗なる大円舞曲（ショパン） 吉田  実咲 よしだみさき 小５ 3 牛島
25 きらきら星変奏曲（モーツァルト） 池田  宗祐 いけだそうすけ 小６ 21 鬼丸
26 ベニスの舟歌　第２番Op.30-6（メンデルスゾーン 大久保愛莉 おおくぼあいり 中２ 初 大久保
27 ソナタ変ロ長調K. 570第3楽章（モーツァルト） 福田  百恵 ふくだももえ 中３ 34 福本
28 バカデルop119より（ベートーヴェン） 近藤  智子 こんどうともこ 大２ 18 福本
29 ノクターン２０番遺作嬰ハ短調（ショパン） 土屋  美晴 つちやみはる 大４ 23 福本
30 フィナーレ（ヒュルマンデル） 柿本  凱大 かきもとよしひろ 大２ 24 福本
31 ハナミズキ (一青窈)弾き語り 福本  和馬 ふくもとかずま 成人 17 福本

終演
17:10 セミナー準備のため全員退場

石黒美有先生によるピティナ課題曲セミナー
17:45 開場
18:15 開始
20:30 終了


