
第4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
10/9(月・祝)　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：9時45分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

1 10:00 成田 寛太郎 ﾅﾘﾀ ｶﾝﾀﾛｳ モーツァルト：ソナチネ　ハ長調　全楽章
2 10:04 古目谷 凰 ｺﾒﾔ ｵｳﾅ カバレフスキー：やさしい変奏曲（トッカータ） Op.40-1
3 10:08 高崎 翠 ﾀｶｻｷ ｽｲ バルトーク：ソナチネ 第1楽章、第3楽章
4 10:12 岡部 花音 ｵｶﾍﾞ ｶﾉﾝ モーツァルト：ロンド K.485
5 10:18 岡部 那由多 ｵｶﾍﾞ ﾅﾕﾀ カバレフスキー：ソナチネ ハ長調 Op.13-1 第1楽章、第3楽章
6 10:24 倉田 絃基 ｸﾗﾀ ｲﾄｷ フンメル：ロンド　ハ長調　作品52-6
7 10:28 永井 その佳 ﾅｶﾞｲ ｿﾉｶ リヒナー：ソナチネ ハ長調 Op.4-1 全楽章
8 10:34 菅原 真帆 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾎ クーラウ：ソナチネ Op.88-No.2 第1楽章、第3楽章
9 10:38 島崎 凜音 ｼﾏｻﾞｷ ﾘﾉﾝ イベール：「物語より」8番水晶の籠、9番水売り女
10 10:42 森澤 歩 ﾓﾘｻﾜ ｱﾕﾐ 三善晃：波のアラベスク、ドビュッシー：小さな黒人
11 10:48 水沼 志帆 ﾐｽﾞﾇﾏ ｼﾎ モシュコフスキー：タランテラ

10:52 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）

10/9(月・祝)　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：A部門演奏終了次第 
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

12 11:15 川上 莉々愛 ｶﾜｶﾐ ﾘﾘｱ モーツァルト：ピアノソナタ ニ長調 K.576 第1楽章、第3楽章
13 11:23 酒井 恵結花 ｻｶｲ ｴﾕｶ ベートーヴェン：ピアノソナタ 第6番 へ長調 Op.10 No.2 第1楽章、第3楽章
14 11:32 山田 夏歌 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｶ ハイドン：ピアノソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-28 第1楽章、第3楽章 
15 11:40 竹内 理恵 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI:28 第1楽章、第3楽章
16 11:47 谷口 舞弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾔ ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66
17 11:53 加藤 皓介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ ベートーベン：ピアノソナタ 第6番 へ長調 Op10 No.2 第1楽章、第3楽章
18 12:02 片岡 琴佑 ｶﾀｵｶ ｺﾄｽｹ モーツァルト：ピアノソナタ第18番 ニ長調 K.576 第1楽章（繰り返し無し）、第3楽章
19 12:11 原田 怜 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲ ベートーヴェン：ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2（一部省略）

12:19 審査終了予定
12:50 A,B部門 結果発表・表彰式

10/9(月・祝)　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：13時45分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

20 14:00 南 ことこ ﾐﾅﾐ ｺﾄｺ シューマン：アベック変奏曲 Op.1
21 14:08 原田 理暖 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾉﾝ ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番 ハ短調 第2楽章・第3楽章
22 14:20 成澤 日和 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾖﾘ シューマン：アラベスク ハ長調 Op.18
23 14:27 石山 和暉 ｲｼﾔﾏ ﾖｼｱｷ リスト：パガニーニ大練習曲 第6番 「主題と変奏」
24 14:34 田中 咲穂 ﾀﾅｶ ｻﾎ ショパン：スケルツォ1番
25 14:46 千葉 百香 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ リスト：パガニーニ大練習曲 S.141から No.6 イ短調 ”主題と変奏 ”

14:52 (10分間休憩)
26 15:02 松浦 梨華 ﾏﾂｳﾗ ﾘｶ ショパン：華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12
27 15:11 藤原 愛彩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ ドビュッシー：アラベスク 第1番・第2番
28 15:23 飯田 栞子 ｲｲﾀﾞ ｼｵﾘｺ ショパン：エチュード10-5、リスト：3つの演奏会用練習曲より「ため息」
29 15:31 馬場 彩乃 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾉ シューマン：アベックヴァリエーション Op.1
30 15:40 稲積 陽菜 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾋﾅ シューマン：アベッグ変奏曲

15:48 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）

10/9(月・祝)　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

31 16:10 小柳 茉穂 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏﾎ シューマン：アレグロ Op.8
32 16:20 藤川 天耀 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶﾃﾙ ブラームス：パガニーニの主題による変奏曲  第2集 Op.35
33 16:30 中嶋 夕佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｶ ショパン：バラード第4番 ヘ短調
34 16:42 大西 梨里 ｵｵﾆｼ ﾘﾘ ショパン：バラード4番 ヘ短調 Op.52
35 16:56 甲良 光 ｺｳﾗ ﾋｶﾙ ベートーヴェン：ピアノソナタ第26番「告別」 第2楽章・第3楽章
36 17:07 佐藤 和泉 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ スクリャービン：ピアノソナタ 第4番 Op.30 嬰へ長調

17:15 審査終了予定
17:45 C,D部門結果発表・表彰式



第4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
10/8(日)　ヴァイオリン　A部門（小1～小3）　　審査会場：調布キャンパス008室　　開場：9時45分　
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

37 10:00 井上 佳音 ｲﾉｳｴ ｶﾉﾝ ヴィエニャフスキ：スケルツォ タランテラ Op.16
38 10:05 吉川 桜子 ｷｯｶﾜ ｻｸﾗｺ サラサーテ：序奏とタランテラ
39 10:11 髙橋 すみれ ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 第1楽章（一部省略）
40 10:17 篠﨑 千響 ｼﾉｻﾞｷ ﾁﾄﾖ モーツァルト：ヴァイオリンコンチェルト　第3番　第1楽章（カデンツァなし）
41 10:22 上原 遙華 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ ヴィエニヤフスキ：スケルツオ・タランテラ 作品16
42 10:28 千葉 真璃花 ﾁﾊﾞ ﾏﾘｶ ベリオ：ヴァイオリン協奏曲 第7番 ト長調 作品76 第1楽章

10:34 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）

10/8(日)　ヴァイオリン　B部門（小4～小6）　　　審査会場：調布キャンパス008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 10:50 箕浦 彩 ﾐﾉｳﾗ ｱﾔ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 Op.26より 第3楽章
44 10:58 金子 芽以 ｶﾈｺ ﾒｲ ブルッフ：バイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 第3楽章（一部省略）
45 11:06 伊藤 素子 ｲﾄｳ ﾓﾄｺ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章
46 11:15 矢崎 詩乃 ﾔｻﾞｷ ｼﾉ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章
47 11:22 丸山 素佳 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄｶ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 第3楽章
48 11:31 山本 遥花 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章
49 11:39 川口 真碧 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章
50 11:48 的場 桃 ﾏﾄﾊﾞ ﾓﾓ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章
51 11:56 荒川 桐真 ｱﾗｶﾜ ﾄｳﾏ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 第3楽章

12:04 審査終了予定
12:35 A,B部門結果発表・表彰式

10/8(日)　ヴァイオリン　C部門（中学生）・D部門（高校生）　　審査会場：調布キャンパス008室　　開場：13時30分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

52 13:45 清水 遥子 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｺ ドボルザーク:バイオリン協奏曲 イ短調 op.53   第1楽章
53 13:56 高麗 愛子 ｺｳﾗｲ ｱｲｺ ヴィオッティ：バイオリン協奏曲 No.22 第1楽章（一部省略）
54 14:08 小室 亜沙美 ｺﾑﾛ ｱｻﾐ サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 第3楽章（一部省略）
55 14:20 田中 里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲から 第1楽章（一部省略）
56 14:31 清水 咲 ｼﾐｽﾞ ｻｷ ヴィオッティ：ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調から 第1楽章

14:43 (10分間休憩)
57 14:53 大島 みなみ ｵｵｼﾏ ﾐﾅﾐ サン=サーンス：ヴァイオリンコンチェルト No.3 Op.61 第3楽章
58 15:04 吉田 万莉亜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｱ 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 カデンツァ　ヨアヒム（一部省略）
59 15:15 古米 沙弥 ﾌﾙﾏｲ ｻﾔ パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲第1番　ニ長調 Op.6より 第1楽章（カデンツァなし）

15:28 審査終了予定
16:00 C,D部門結果発表・表彰式


