


10:00開場

10:30

1 ヤンキー・ドゥードル 朝倉　深月 あさくらみつき 年長 3

2 どろんこ 島永　勝翔 しまながまさと 年中 3

3 こいぬのマーチ 山本　悠督 やまもとゆうすけ ５歳 初

4 インディアンのおどり 新屋　凛乃 しんやりの 小２ 3

5 フラメンコダンサー 森田　朋恵 もりたともえ 年中 初

6 ジャック・オー・ランタン 柳原  兆冶 やなぎはらよしはる 年中 初

ピアノでパレード ピアノでパレード ピアノでパレード ピアノでパレード 

7 私たちの学園祭 中村　弘樹 なかむらひろき 小２ 初

8 グミ熊さんのブギ 中村　咲良 なかむらさら 小２ 初

9 パーティで楽しく 上野　暁弘 うえのあきひろ 小１ 初

10 トランポリンジャンプ 吉田　藍人 よしだあいと 中１ 3

11 犬とおさんぽ 秋枝　李瑚 あきえだりこ 小２ 初

12 ペンギンのパレード 金子　晴斗 かねこはると 小２ 初

13 インディアンの町 永里　寛仁 ながさとかんじ 年長 初

14 感謝祭のごちそう 松本　祐玖 まつもとたすく 年長 3

15 冬休み 洲　麟太郎 すかりんたろう 年長 初

16 バレンタインデーの用意 椋野　遥帆 むくのはるほ 小１ 4

17 春休み 松垣　温花 まつがきはるか 小４ 3

18 国旗の日 古城戸　海月 ふるきどみづき 小３ 4

19 クラシック　ダンス 丸山　善己 まるやまよしき 小１ 初

20 インディアンのモカシン 兵動　悟基 ひょうどうさとき 小２ 初

21 お休みの魔法 中村　菜々実 なかむらななみ 小６ 初

22 青いちょうちょう 緒方　菜央 おがたなお 小５ 3

バスティン中級レパートリー・豆ピアニストバスティン中級レパートリー・豆ピアニストバスティン中級レパートリー・豆ピアニストバスティン中級レパートリー・豆ピアニスト

23 ホー・ダウン 椋野　七帆 むくのなほ 小４ 10

24 ト長調のメヌエット(J.S.バッハ) 執印　妃南 しゅいんひな 小４ 初

25 ドイツ舞曲 田嶋　和呼 たじまわこ 小５ 5

26 ロシア民謡 井手　桃音 いでももね 小２ 2

27 ソナチネ 丸山　紗季 まるやまさき 小３ 初

28 キャラバン 堺　大洋 さかいたいよう 小５ 9

29 まねっこ 永里　心 ながさとこころ 小３ 3

30 小さなトッカータ 韓  頌 かんしょう 小３ 初

31 ジプシーキャンプ（ギロック） 太田　琴菜 おおたことな 小３ 3

32 きらきらぼし（FUN FUNピアノステージ） 寺田　尚悟 てらだしょうご 小１ 4

33 道化師たち（ギロック） 宇根岡　和香 うねおかわか 年長 初

34 かわいい子猫（エステン） 渡邊　愛心 わたなべあいみ 小２ 初

35 おおきなおおきなぞうさん(田村信明) 池田　悠花 いけだゆうか 年中 初

36 アラベスク(ブルグミュラー) 池田　理乃 いけだよしの 小４ 2

37 ニ長調のミュゼット(J.S.バッハ) 小柳　健太朗 こやなぎけんたろう 小１ 6

38 ト長調のメヌエット(J.S.バッハ) 原口　琴美 はらぐちことみ 小５ 7

39 エリーゼのために(ベートーヴェン) 梶　あずさ かじあずさ 小６ 初

40 紡ぎ歌(エルメンライヒ) 古城戸　柚月 ふるきどゆづき 小6 9

41 サンタクロースおじいさん（シューマン） 小柳　健太朗 こやなぎけんたろう 小１ 7

デュエット・フェボリット デュエット・フェボリット デュエット・フェボリット デュエット・フェボリット 

42 ルーちゃんとおどろう(連弾)Sc鬼丸 P橋本　葵 はしもとあおい 小3 初

43 愛の夢(リスト/バスティン編)(連弾)Sc田畑 P執印　玲南 しゅいんれな 小１ 初

44 すすめすすめマーチ P吉田　美結 よしだみゆ 小６ 2

S古城戸　柚月 ふるきどゆづき 小６ 10

45 ロンドン橋（こどもの連弾名曲集） P井上　朝葵 いのうえさき 小１ 2

S池田　百々花 いけだももか 小１ 2

12:00　　1部参加者写真撮影

12:15一旦全員退場

13:10　　　3部受付



13:15開場

13:30-14:30　

ウエルカムアーティストピアノソロコンサート

ピアニスト　　　　重野友歌さん

3部参加者集合

14:30　　3部参加者写真撮影

♪ドビュッシー作曲 ベルガマスク組曲より「月の光」

♪モーツァルト作曲 ピアノソナタ K.576 ニ長調 より第２楽章

♪ドビュッシー作曲 映像 第２巻 より 「葉ずえを渡る鐘の音 / "Cloches a travers 

les feuilles"」

「金色の魚（Poissons d'or）」

♪ガーシュイン作曲 アイ・ガット・リズム（I got rhythm）

♪ワーグナー/リスト作曲

イゾルデの愛の死（ワーグナーのオペラ「トリスタンとイゾルデ」より）

※演奏 曲順は決まっていません。

重野友歌（ピアノ）広島県呉市に生まれる。

9歳より母親の手ほどきを受け本格的にピアノを始める。

2004年中学校卒業後、ヒロシマ・スカラシップ中村音楽奨学生としてイギリスのユーディ・メ

ニューイン音楽院に編入。その後、英国王立音楽大学に全額特待生、またSomers-Mountfort

奨学生として入学し、2011年英国王立音楽大学を首席で卒業。２０１３年ハンブルグ国立音楽

演劇大学大学院過程を卒業。 これまでに、ピティナ・ピアノコンペティションソロ部門Jr.G級にて

銅賞、デュオ部門中、上、特級にて奨励賞受賞。第4回大阪国際音楽コンクール連弾の部で、

ジャーナリスト賞とエランドール賞受賞。

2001年第3回フンメル国際ピアノコンクール(スロヴァキア)ジュニア部門カテゴリーVI第1位、およ

び最高賞受賞。2007年ジャク・サムエルピアノコンクール（イギリス）にてモーツァルト賞受賞。

2009年ピアナーレ・ピアノアカデミー（ドイツ）にて銀賞受賞。2014年第20回リカルド・ヴィネス国

際ピアノコンクール（スペイン）優勝。褒賞としてヴァレス交響楽団（ルーベン・ヒメノ指揮）とスペ

イン各地で協演。2016年第３５回デリア・シュタインベルグ国際コンクール（スペイン）にてファイ

ナリスト及びディプロマ受賞。

室内楽では2006年、2014年に日本各地（浜松市、福岡市、広島県廿日市市、呉市）でチェリスト

のジョナサン・ブロクサムとデュオリサイタル、2009年英国放送協会BBCラジオ3にてヴァイオリ

ニストのジュリアン・ラクリンと共演、

2013年広島にてヴァイオリニストの木嶋真優、2014年東京シャネル・ネクサスホールにてチェリ

ストの伊藤悠貴、2015年広島にてヴァイオリニストの正戸里佳、チェリストの山崎伸子と共演す

る。これまでルース・ナイ、ラルフ・ナットケンパー、故マリアン・ミグダル、ステパン・ジモニアン各

氏に師事。

現在、ハンブルグ国立音楽演劇大学の国家演奏家資格コースに在籍し、非常勤講師として後

進の指導をしている。



14:45

1 バラード　（ブルグミュラー） 有光　優羽 ありみつゆう 小４ 初

2 牧歌 （ブルグミュラー） 渡辺　麟 わたなべりん 小４ 2

3 人形のポルカ（ラーニングプレイ３より） 安里　葵 やすざとあおい 小２ 2

4 小さな集い（ブルグミューラー） 安里　柊介　 やすざとしゅうすけ 小５ 2

5 うたうオルゴール　(バスティン) 樋口  愛 ひぐちあい 年中 4

6 ケージャン カントリー 富武　紗菜 とみたけさな 小1 初

7 進歩(ブルグミュラー) 明石  愛子 あかしあいこ 小1 10

8 大雷雨 (ブルグミュラー) 土肥麻耶子 どひまやこ 成人 25

9 バラード　(ブルグミュラー) 明石  美央 あかしみお 小3 11

10 つばめ(ブルグミュラー) 笠原　愛子 かさはらあいこ 小６ 初

11 マズルカ(グラズノフ) 中川　武優 なかがわたける 小4 16

12 せきれい　(ブルグミュラー) 中野　奏 なかのかなで 小6 17

13 牧歌 (ブルグミュラー) 中川　太凱 なかがわたいが 小6 16

14 タランテラ　(ブルグミュラー) 中野　颯太 なかのそうた 中2 17

15 朝の鐘  (ブルグミュラー) 福田  百恵 ふくだももえ 高1 35

16 アジタート　(ブルグミュラー) 今道　菜心 いまみちななか 中2 16

17 ジプシー　(ブルグミュラー) 穐山嵯代佳 あきやまさよか 高1 24

18 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3 12

19 インベンション4番(ＪＳ．バッハ) 福田  百恵 ふくだももえ 高1 36

20 バラード　(ブルグミュラー) 力武　杏 りきたけもも 小4 初

21 ソナタOP49-2第一楽章(ベートーヴェン) 中川　武優 なかがわたける 小4 18

22 インベンション1番(ＪＳ．バッハ) 明石  美央 あかしみお 小3 13

23 バイエル76番 富武　紗菜 とみたけさな 小1 2

24 バイエル５１番 樋口　愛 ひぐちあい 年中 5

25 ソフィーワルツを踊りなさい (ピエール・サルカン)明石  愛子 あかしあいこ 小1 9

26 別れ (ブルグミュラー) 舛本  和花 ますもとのどか 小5 25

27 ワルツ遺作　ホ長調(ショパン) 中野　奏 なかのかなで 小6 18

28 ソナタニ長調HobＸＶＩ:37第一楽章(ハイドン) 穐山嵯代佳 あきやまさよか 高1 25

29 ソナチネＯＰ151-1　第３楽章(ディアベリ) 力武　杏 りきたけもも 小4 2

30 夢（ドビュッシー） 吉田　実咲 よしだみさき 小6 4

31 3つのエコセーズ(ショパン) 舛本  和花 ますもとのどか 小5 26

32 月の光(ドビュッシー) 柿本  凱大 かきもとよしひろ 大3 25

33 One Summer's Day （久石譲） 廣澤　孝治 ひろさわこうじ 成人 初

34 永遠の もっと果てまで(松任谷由実) 福本 和馬 ふくもとかずま 成人 18

35 身も心も軽やかに(テュルク) P中川　武優 なかがわたける 小4 19

S中川　太凱 なかがわたいが 小6 17

36 花火(湯山昭) P中川　武優 なかがわたける 小4 19

S中川　太凱 なかがわたいが 小6 17

16:40終了

17:00退出

28回目のバスティンコンサート

演奏…おめでとうございます。 皆さんが音楽を楽しむことがどんなに素晴らしいことか体感

し・・・

ますます気づき多く・・人生がより豊かになりますことをお祈りしています。

ご来場の皆様、本日は、ありがとうございます。いつも応援してくださって、感謝しております。

参加指導者

石川貴美・牛島真理・鬼丸悦子・杉本仁美・田畑香織・中尾和枝・中野ゆみ

花崎望・平林陽子・福本幸子・山内経子・山崎万里子・渡辺朋子


