
第2回　桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール　ピアノ部門本選　進行予定表
10/11　ピアノ　A部門（小1～小3）　審査会場：調布キャンパス008室【使用ピアノ：スタインウェイ】　　開場：10時15分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

1 10:30 小田切 心結 モーツァルト：ロンド ニ長調 K.485
2 10:36 喜多原 生知 カバレフスキー：ソナチネ 第1番 ハ長調 作品13-1 第1楽章
3 10:41 宮島 健斗 クーラウ：ソナチネ ハ長調 作品55-3 終楽章
4 10:44 藤原 綾乃 ショパン：ワルツ 第14番 ホ短調　遺作
5 10:48 堀田 夏稀 カバレフスキー：ソナチネ 第1番 ハ長調 作品13-1 第1,3楽章
6 10:54 古澤 隆成 小山清茂：かごめ変奏曲
7 10:59 小島 佳乃 バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
8 11:05 柴田 倫江 平吉毅州：五月の風、こびとのおどり
9 11:08 倉金 はるか モーツァルト：ピアノソナタ　第17番 変ロ長調 K.570　第1楽章
10 11:14 酒井 恵結花 ギロック：ダイアナの泉、魔女の猫、はちどり
11 11:18 勝見 珠々子 ハイドン：ピアンソナタ ヘ長調 Hob.XVI：23 第1楽章
12 11:24 矢野 真智子 ショパン：ワルツ 第10番  ロ短調  作品69-2

11:29 審査終了予定
12:00 A部門結果発表・表彰式

10/11　ピアノ　B部門（小4～小6）　　審査会場：調布キャンパス008室【使用ピアノ：スタインウェイ】　　開場：12時45分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

13 13:00 藏田 健太郎 シューベルト：即興曲　変ホ長調　作品90-2 
14 13:06 上野 美涼 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第10番  作品14-.2  第2,3楽章
15 13:14 稲積 陽菜 シューベルト：即興曲集 作品142 D.935 より  3,変ロ長調
16 13:23 飯田 栞子 グリーグ：ホルベア組曲　作品40 より　前奏曲、サラバンド、リゴードン
17 13:31 安田 梨乃 ショパン：ドイツ民謡「スイスの少年」による変奏曲　ホ長調
18 13:39 仲山 晴香 シューベルト：即興曲 変ホ長調 作品90-2
19 13:46 藤原 愛彩 メンデルスゾーン：6つの子供の小品 作品72より  1,ト長調 2,変ホ長調 5,ト短調 6.ヘ長調
20 13:55 金久保 涼 ハイドン：ファンタジア ハ長調 作品58 ⅩⅦ-5
21 14:02 島田 隼 バルトーク：3つのチーク県の民謡、ルーマニア民俗舞曲

14:11 審査終了予定
14:40 B部門結果発表・表彰式

10/12　ピアノ　C部門（中学生）　　審査会場：調布キャンパス008室【使用ピアノ：スタインウェイ】　　開場：16時15分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

22 16:30 馬場 彩乃 ハイドン：アンダンテと変奏曲 ヘ短調 作品83 Hob.ⅩⅦ-6
23 16:40 柏 匡之輔 ベートーヴェン：7つのバガテル より 作品33 1.変ホ長調、5.ハ長調、7.変イ長調
24 16:51 光木 崇人 ショパン：スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
25 17:02 浅利 航希 モーツァルト：ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 K.282
26 17:11 松浦 梨華 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 作品10-2 第1,3楽章  　　　　　　　              
27 17:19 佐藤 和泉 シューマン：蝶々 作品2 (繰り返しなし)
28 17:31 三浦 颯太 シューベルト：即興曲集 作品142 D.935 より  1.ヘ短調
29 17:41 神野 拓斗 シューベルト：即興曲集 作品142 D.935 より  1.ヘ短調

17:52 審査終了予定
（結果発表・表彰式はD部門終了後に行います）

10/12　ピアノ　D部門（高校生）　審査会場：調布キャンパス008室【使用ピアノ：スタインウェイ】　　開場：C部門演奏終了次第
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

30 18:10 今井 梨緒 シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17 第1楽章
31 18:24 光木 彩乃 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 「熱情」 作品57 第1楽章
32 18:34 中嶋 夕佳 シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17 第1楽章
33 18:46 岩永 まどか シューベルト：ピアノソナタ 第14番 作品143 D784 イ短調　第2,3楽章

18:56 休憩
34 19:06 三上 夏佳 シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17 第1楽章
35 19:20 松田 彩香 ブラームス：ピアンソナタ 第2番 嬰ヘ短調 作品2 第4楽章
36 19:34 重森 光太郎 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 「熱情」 作品57 第1楽章
37 19:44 香月 すみれ シューマン：幻想曲 ハ長調 作品17 第1楽章

19:58 審査終了予定
20:15 C,D部門結果発表・表彰式



第2回　桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール　ヴァイオリン部門本選　進行予定表
10/11　ヴァイオリン　A部門（小1～小3）　　審査会場：調布キャンパス001室　　開場：10時15分　
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

38 10:30 中原 梨衣紗 ヴィエニャフスキ：華麗なるポロネーズ 第1番 ニ長調 作品4
39 10:36 荒川 桐真 ヴュータン：ファンタジア・アパッショナータ 作品35 (一部省略)
40 10:42 岡田 真弥 フィオッコ：アレグロ
41 10:46 﨑元 杏 サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 第1楽章(一部省略)
42 10:52 丸山 素佳 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ短調 作品31 第1楽章(一部省略）

10:58 審査終了予定
（結果発表・表彰式はB部門終了後に行います）

10/11　ヴァイオリン　B部門（小4～小6）　　　審査会場：調布キャンパス001室　　開場：A部門演奏終了次第
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

43 11:15 渡邉 朱音 サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 第3楽章(一部省略)
44 11:24 伊藤 愛菜 ベリオ：バレエの情景 作品100(一部省略）
45 11:33 髙山 結衣 ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 第1楽章
46 11:40 矢崎 詩乃 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ短調 作品31 第1楽章(一部省略）
47 11:46 齊藤 梓 ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 第1楽章
48 11:55 手島 玲 ラロ：スペイン交響曲 ニ短調 作品21 第１楽章
49 12:04 河上 英 ラロ：スペイン交響曲 ニ短調 作品21 第１楽章
50 12:13 吉田 万莉亜 ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 第1楽章（一部省略）
51 12:22 花田 涼香 ヴィオッティ：ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調 第1楽章  (一部省略）
52 12:31 鯵坂 悠太 欠場

12:31 審査終了予定
13:15 A,B部門結果発表・表彰式

10/12　ヴァイオリン　C部門（中学生）　　審査会場：調布キャンパス001室　　開場：14時45分
開始時刻 氏名 演奏曲目

53 15:00 田口 日向 サン=サーンス：「ワルツ形式の練習曲」によるカプリース 作品52-6
54 15:10 岡 祐佳里 ラヴェル：ツィガーヌ
55 15:22 古米 沙弥 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 第1楽章 カデンツァ、モデラートまで(一部省略)
56 15:34 木村 彩乃 サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 第1楽章
57 15:46 伊藤 光輝 ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 第1楽章
58 15:54 倉田 優佳子 サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28
59 16:05 菊地 美奈 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 第1楽章
60 16:17 戸澤 采紀 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 第1楽章 カデンツァまで(一部省略)

16:29 審査終了予定
（結果発表・表彰式はD部門終了後に行います）

10/12　ヴァイオリン　D部門（高校生）　審査会場：調布キャンパス001室　　開場：C部門演奏終了次第
開始時刻 氏名 演奏曲目

61 16:45 布施 海里 シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 第1楽章(一部省略）
62 16:59 篠崎 爽太郎 シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 第1楽章(一部省略）
63 17:12 青木 馨音 シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 第1楽章(一部省略）
64 17:26 吉村 美智子 シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 第1楽章(一部省略）

17:40 審査終了予定
18:00 C,D部門結果発表・表彰式


