
スケジュールのお知らせ
皆様のご参加楽しみにお待ちしております・
10分前にご来場ください。

ヴァイオン太田圭亮先生 チェロ有泉芳史先生

8/27(金) ユーオン芸育社
10:00-10:20 福田百恵 ベートーヴェン ピアノトリオ 第1番　第1楽章
10:30-10:50 林賀代 ハイドン ピアノトリオHob XＶ:第1楽章
11:00-12:00 城間結香 ラヴェル ピアノ三重奏 M.67.第一・二楽章

16:10-16:30 近藤悦子 マスネ タイスの瞑想曲Ｖｃデュオ
16:35-16:55 山口翔太郎 シューベルト アヴェマリアＶnデュオ
17:00-17:20 山口紗羽美 フォーレ シチリアーノ
17:25-17:45 片山穂香 ロシェロール 古いレース
17:50-18:10 永田希和 ハスリンガー ソナチネ
18:15-18:35 永田祈凛 バッハ メヌエットG
18:50-19:10 中川武優 モーツァルト ピアノトリオKv502第一楽章
19:15-19:35 土肥麻耶子 ウェーバー ピアノトリオOp.63　1楽章
19:40-20:00 穐山嵯代佳 モーツァルト ピアノトリオKv245第一楽章
20:00-20:20 土屋美晴 シューベルト ピアノトリオ１番第変ロ長調D898第4楽章

8/28(土) ユーオン芸育社
10:00-10:20 明石美央 ハイドン ピアノトリオHob::XＶ25第1楽章
10:30-10:50 片田健人 リヒナー 短い物語Ｖｃデュオ
11:00-11:20 岩永悠生 バイエル ７7番
11:30-11:50 山崎桃佳 アンダーソン 踊る子猫

13:10-13:30 渡邊うた モーツァルト ピアノトリオ　ＫＶ254　第1楽章
13:40-14:00 太田涼子 テュルク アリエッタ
14:10-14:30 円林紗英子 クレンゲル ピアノトリオ　ト長調　op35-2　第1楽章
14:40-15:00 須賀あかり シューマン 楽しき農夫
15:10-15:30 新貝真理 ベートーヴェン ピアノトリオ 第4番「街の歌」 Op11第1楽章

16:00-16:20 松島千乃 ギロック 宮廷のコンサート
16:30-16:50 松島真千 ゼノンコアロフスキ かっこうの鳴き声
17:00-17:20 松島千文 J.S.バッハ G線上のアリア
17:30-17:50 近藤智子 クレメンティ ピアノトリオOp.35-2.3楽章ロンド

8/29(日) ユーオン芸育社
10:00-10:20 西山泰生 ロシェロール パレード
10:30-10:50 志牟田大 バイエル ７8番
11:00-11:20 志牟田礼子 フォーレ ラシーヌ讃歌
11:30-11:50 泉かのん ギロック カーニバルの舞踏会

16:10-16:30 富武紗菜 モンティ チャールダーシュ
16:35-16:55 韓　頌 A.McBroom THE　Rose
17:00-17:20 川原葉月 バッハ インベンション13番
17:30-17:50 田原叶愛 WFバッハ 春
17:55-18:15 桑原光彩 中田喜直 夕方の歌Ｖｃデュオ
18:20-18:40 伊藤恵子 ベートーヴェン ピアノトリオ 第4番「街の歌」 Op11第3楽章



室内楽研修 指導佐藤美香先生 ヴァイオン太田圭亮先生
チェロ有泉芳史先生

9月2日 ユーオン
19:00-19:30 中川武優 モーツァルト ピアノトリオKv502第一楽章
19:40-20:00 近藤智子 クレメンティ ピアノトリオOp.35-2.3楽章ロンド
20:10-20:40 土屋美晴 シューベルト ピアノトリオ１番第変ロ長調D898第4楽章

9月3日 アミカス
13:00-13:30 福田百恵 ベートーヴェン ピアノトリオ 第1番　第1楽章
13;30-14:30 城間結香 ラヴェル ピアノ三重奏 M.67.第一・二楽章
14:30-14:50 近藤悦子 マスネ タイスの瞑想曲　Ｖｃデュオ

15:10-15:30 林賀代 ハイドン ピアノトリオHob XＶ:第1楽章
15:30-15:50 志牟田礼子 フォーレ ラシーヌ讃歌
15:50-16:00 志牟田大 バイエル ７8番

16:20-16:30 岩永悠生 バイエル ７7番
16:35-16:45 永田祈凛 バッハ メヌエットG
16:45-16:55 永田希和 ハスリンガー ソナチネ

17:25-17:40 田原叶愛 WFバッハ 春
17:40-17:55 川原葉月 バッハ インベンション13番
17:55-18:15 韓　頌 A.McBroom THE　Rose

18:20-18:30 片山穂香 ロシェロール 古いレース
18:30-18:45 山口紗羽美 フォーレ シチリアーノ　Ｖnデュオ
18:45-19:05 山口翔太郎 シューベルト アヴェマリア
19:05-19:35 土肥麻耶子 ウェーバー ピアノトリオOp.63　1楽章

9月4日
9:40-10:00 明石美央 ハイドン ピアノトリオHob::XＶ25第1楽章
10:00-10:10 松島千乃 ギロック 宮廷のコンサート
10:10-10:30 松島真千 ゼノンコアロフスキ かっこうの鳴き声
10:30-10:45 松島千文 J.S.バッハ G線上のアリア
10:45-11:05 富武紗菜 モンティ チャールダーシュ
11:05-11:15 西山泰生 ロシェロール パレード
11:20-11:30 泉かのん ギロック カーニバルの舞踏会
11:30-11:40 桑原光彩 中田喜直 夕方の歌　Ｖｃデュオ
11:40-11:50 片田健人 リヒナー 短い物語　Ｖｃデュオ
11:50:-12:05 山崎桃佳 アンダーソン 踊る子猫

12:50-13:05 須賀あかり シューマン 楽しき農夫
13:05-13:25 渡邊うた モーツァルト ピアノトリオ　ＫＶ254　第1楽章
13:25-13:45 太田涼子 テュルク アリエッタ
13:45-14:00 円林紗英子 クレンゲル ピアノトリオ　ト長調　op35-2　第1楽章
14:00-14:30 新貝真理 ベートーヴェン ピアノトリオ 第4番「街の歌」 Op11第1楽章
14:30-15:00 伊藤恵子 ベートーヴェン ピアノトリオ 第4番「街の歌」 Op11第3楽章
15:00-15:20 穐山嵯代佳 モーツァルト ピアノトリオKv245第一楽章


