
第3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
10/16(日)　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 小川 理紗 ｵｶﾞﾜ ﾘｻ ハイドン：主題と変奏 ハ長調
2 10:05 藤田 理沙 ﾌｼﾞﾀ ﾘｻ ベートーヴェン：ソナチネ ト長調
3 10:11 竹内 理恵 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ 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
4 10:16 倉金 はるか ｸﾗｶﾞﾈ ﾊﾙｶ 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
5 10:20 田中 茜 ﾀﾅｶ ｱｶﾈ ハイドン：ピアノソナタ 第27番 ト長調 Hob.XVI-27（L.42） 第2楽章、第3楽章（一部省略）
6 10:26 関本 郁実 ｾｷﾓﾄ ﾌﾐ イベール：物語より 8水晶の籠、9水売り女
7 10:31 喜多原 生知 ｷﾀﾊﾗ ｲｸﾄﾓ ドビュッシー：版画より雨の庭
8 10:37 畠山 咲菜 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷﾅ フンメル：ロンド ハ長調 作品52-6
9 10:41 宮島 健斗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾄ J.C.バッハ：ソナタ 作品17 第2番
10 10:45 水沼 志帆 ﾐｽﾞﾇﾏ ｼﾎ ショパン：ワルツ69の2
11 10:50 藤原 綾乃 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔﾉ モーツァルト：ソナタ 第17番 変ロ長調 KV.570 第1楽章
12 10:55 深津 天馬 ﾌｶﾂ ﾃﾝﾏ ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番 ハ短調 「悲愴」 第3楽章 
13 11:01 原田 佐和子 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾜｺ ベートーヴェン：ロンド ハ長調 作品51-1

11:07 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）

10/16(日)　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

14 11:20 堀田 夏稀 ﾎﾘﾀ ﾅﾂｷ ハイドン：ソナタ Hob.XVI-40
15 11:26 上野 美涼 ｳｴﾉ ﾐｽｽﾞ モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 第1楽章
16 11:34 藤原 愛彩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 第２楽章、第３楽章
17 11:43 島田 隼 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ベートーヴェン：ピアノソナタ 第5番 ハ短調 作品10 第1楽章, 第3楽章
18 11:51 仲山 晴香 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 第１楽章、第２楽章（一部省略）、第３楽章
19 12:00 大西 透子 ｵｵﾆｼ ﾄｳｺ ベートーヴェン：ジュスマイアーの歌劇「スレイマン2世」による8つの変奏曲 ヘ長調 WoO.76 

12:09 審査終了予定
12:40 A,B部門 結果発表・表彰式

10/16(日)　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 岡部 愛海 ｵｶﾍﾞ ｱｲﾐ ショパン：華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12
21 14:09 成澤 日和 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾖﾘ ブラームス：2つのラプソディ 作品79から第２番 ト短調
22 14:15 馬場 彩乃 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾉ ラヴェル：ソナチネ
23 14:27 松浦 梨華 ﾏﾂｳﾗ ﾘｶ ブラームス：2つのラプソディ 作品79から第２番 ト短調
24 14:32 宇野 夕梨 ｳﾉ ﾕﾘ ラヴェル：ソナチネ
25 14:44 本多 伊織 ﾎﾝﾀﾞ ｲｵﾘ ショパン：スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20

14:54 (10分間休憩)
26 15:04 千葉 百香 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ ショパン：スケルツォ 第１番 ロ短調 作品20　（繰り返しなし）
27 15:15 中村 かみゆ ﾅｶﾑﾗ ｶﾐﾕ べートーヴェン：ピアノソナタ 第7番 第1楽章
28 15:21 今鉾 優太 ｲﾏﾎｺ ﾕｳﾀ サン・サーンス=リスト：死の舞踏
29 15:32 稲積 陽菜 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾋﾅ ショパン：スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
30 15:44 岡本 楓加 ｵｶﾓﾄ ﾌｳｶ ドビュッシー：版画より 雨の庭

15:50 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）

10/16(日)　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 今井 梨緒 ｲﾏｲ ﾘｵ ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
32 16:19 三浦 颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
33 16:29 橋本 瞳里 ﾊｼﾓﾄ ﾒﾘ ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
34 16:38 櫻井 悠乃 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾉ ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60

16:46 審査終了予定
17:10 C,D部門結果発表・表彰式



第3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 伴奏者

10/9(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001室　　開場：9時45分　
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

35 10:00 的場 桃 ﾏﾄﾊﾞ ﾓﾓ チャイコフスキー：ワルツ・スケルツォ 今井彩子
36 10:05 伊藤 素子 ｲﾄｳ ﾓﾄｺ ベリオ：バレエの情景 作品100 (一部省略) 杉山恵理子
37 10:11 飛澤 絵芽 ﾄﾋﾞｻﾜ ｴﾒ ハイドン：ヴァイオリン協奏曲 ト長調 Hob.Ⅶa4 第1楽章(一部省略) 海野春絵
38 10:17 喜多原 生知 ｷﾀﾊﾗ ｲｸﾄﾓ J.Sバッハ：無伴奏パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006より プレリュード ー
39 10:22 神田 響 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ モーツァルト(クライスラー編)：ハフナー・セレナーデより ロンド(一部省略) 梅村百合
40 10:28 中原 梨衣紗 ﾅｶﾊﾗ ﾘｲｻ ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 第1楽章（一部省略） 米山多佳子
41 10:34 平田 瑠菜 ﾋﾗﾀ ﾙﾅ D.カバレフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 作品48 第1楽章 石原 朋子
42 10:39 長澤 美佳 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｶ J.S.バッハ(シューマン編)：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006プレリュード(ピアノ伴奏版) 木下真央

10:45 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(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 11:00 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 ト短調 第1楽章 石原朋子
44 11:07 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 ト短調 第1楽章(一部省略) 小森谷裕子
45 11:16 伊藤 愛菜 ｲﾄｳ ｱｲﾅ ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第4楽章 杉山恵理子
46 11:23 手島 玲 ﾃｼﾏ ﾘｮｳ ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 杉山恵理子
47 11:32 五月女 陽 ｻｵﾄﾒ ﾖｳ ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 柿﨑素子
48 11:41 四登 結 ｼﾉﾎﾞﾘ ﾕｲ ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 三又瑛子

11:49 審査終了予定
12:20 A,B部門結果発表・表彰式

10/9(日)　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：13時15分
本選No. 開始時刻 氏名 演奏曲目

49 13:30 木立 寛人 ｷﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 三又瑛子
50 13:40 保谷 愛茄 ﾎﾀﾆ ｱｲﾅ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 小森谷裕子
51 13:51 高麗 愛子 ｺｳﾗｲ ｱｲｺ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 石岡 久乃
52 14:03 五月女 恵 ｻｵﾄﾒ ｹｲ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 柿﨑素子
53 14:12 山田 晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 第1楽章 三又瑛子

14:22 (10分間休憩)
54 14:32 吉田 万莉亜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｱ ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 第1楽章 三又瑛子
55 14:43 清水 咲 ｼﾐｽﾞ ｻｷ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 杉山恵理子
56 14:54 長島 安里紗 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾘｻ サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 杉山恵理子

15:06 審査終了予定
15:35 C部門結果発表・表彰式


