
--PPRROOGGRRAAMM-- 

～～～～第第第第１１１１部部部部～～～～    

１１１１        チャレンジャーズチャレンジャーズチャレンジャーズチャレンジャーズ    

久保寺久保寺久保寺久保寺    裕進裕進裕進裕進（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小 5555 年年年年））））    横山横山横山横山    昂二朗昂二朗昂二朗昂二朗（（（（旭小旭小旭小旭小 4444 年年年年））））    横山横山横山横山    赳赳赳赳郎郎郎郎（（（（旭小旭小旭小旭小２２２２年年年年））））    

吉井吉井吉井吉井    祐理杏祐理杏祐理杏祐理杏（（（（毛利小毛利小毛利小毛利小 3333 年年年年））））    髙倉髙倉髙倉髙倉    理紗子理紗子理紗子理紗子（（（（湘南白百合学園湘南白百合学園湘南白百合学園湘南白百合学園小小小小 2222 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 横山横山横山横山    香苗香苗香苗香苗    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞        カノンカノンカノンカノン／／／／パッフェルベルパッフェルベルパッフェルベルパッフェルベル    

    

２２２２        竹内竹内竹内竹内    菜摘菜摘菜摘菜摘（（（（東中東中東中東中 2222 年年年年））））    武武武武    美沙紀美沙紀美沙紀美沙紀（（（（東中東中東中東中 2222 年年年年））））    中川中川中川中川    美帆美帆美帆美帆（（（（東小東小東小東小 4444 年年年年））））    

            佐佐佐佐々々々々木木木木    萌衣萌衣萌衣萌衣（（（（東小東小東小東小 4444 年年年年））））    山岸山岸山岸山岸    香香香香澟澟澟澟（（（（東小東小東小東小 4444 年年年年））））    柿崎柿崎柿崎柿崎    陽花陽花陽花陽花（（（（大根小大根小大根小大根小 5555 年年年年））））    

            湯山湯山湯山湯山    萌花萌花萌花萌花（（（（東小東小東小東小 2222 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 椎名椎名椎名椎名    友樹友樹友樹友樹        実近実近実近実近    友里恵友里恵友里恵友里恵 

                    ＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞        小小小小さなさなさなさな世界世界世界世界／Ｒ／Ｒ／Ｒ／Ｒ....シャーマンシャーマンシャーマンシャーマン    

    

３３３３        高橋高橋高橋高橋    ひかりひかりひかりひかり（（（（しぶさわしぶさわしぶさわしぶさわ幼年長幼年長幼年長幼年長））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        フランスフランスフランスフランス人形人形人形人形／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

４４４４        越智越智越智越智    壮一郎壮一郎壮一郎壮一郎（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小１１１１年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ひとりぽっちひとりぽっちひとりぽっちひとりぽっち／／／／中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直    

                                        土人土人土人土人のおどりのおどりのおどりのおどり／／／／中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直    

    

５５５５        旭旭旭旭    祥歩祥歩祥歩祥歩（（（（西小西小西小西小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        小人小人小人小人ののののパレードパレードパレードパレード／／／／福島福島福島福島    道子道子道子道子    

                                        タランテラタランテラタランテラタランテラ／／／／ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー    

    

６６６６        門田門田門田門田    美冴希美冴希美冴希美冴希（（（（本町小本町小本町小本町小３３３３年年年年））））            

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        赤赤赤赤いいいい月月月月とこびとのとこびとのとこびとのとこびとの踊踊踊踊りりりり／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

    

７７７７        関口関口関口関口    もえかもえかもえかもえか（（（（南小南小南小南小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「四季四季四季四季」」」」よりよりよりより    二月二月二月二月    謝肉祭謝肉祭謝肉祭謝肉祭／／／／チャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキー    

    

８８８８        須賀井須賀井須賀井須賀井    葵葵葵葵（（（（末広末広末広末広小小小小３３３３年年年年））））    植草植草植草植草    あずさあずさあずさあずさ（（（（杉久保小杉久保小杉久保小杉久保小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ連弾連弾連弾連弾＞＞＞＞                「「「「動物動物動物動物のののの謝肉祭謝肉祭謝肉祭謝肉祭」」」」よりよりよりより    終曲終曲終曲終曲／／／／サンサンサンサン・・・・サーンスサーンスサーンスサーンス    

    

９９９９        原田原田原田原田    実幸実幸実幸実幸（（（（渋沢小渋沢小渋沢小渋沢小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                チューリップチューリップチューリップチューリップののののラインダンスラインダンスラインダンスラインダンス／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

    

10101010    佐佐佐佐々々々々木木木木    菜名菜名菜名菜名（（（（末広小末広小末広小末広小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「子子子子どものどものどものどものアルバムアルバムアルバムアルバム」」」」よりよりよりより    なわとびなわとびなわとびなわとび／／／／ハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアン    

                                        「「「「子子子子どものためにどものためにどものためにどものために」」」」第第第第１１１１巻巻巻巻よりよりよりより    第第第第５５５５曲曲曲曲    あそびあそびあそびあそび／／／／バルトークバルトークバルトークバルトーク    

    

11111111    越智越智越智越智    菜菜菜菜々々々々穂穂穂穂（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                エチュードエチュードエチュードエチュード・・・・アレグロアレグロアレグロアレグロ／／／／中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直    

    

12121212    高木高木高木高木    紀実紀実紀実紀実（（（（末広小末広小末広小末広小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ    OOOOp.38p.38p.38p.38----2222    第第第第２２２２楽章楽章楽章楽章／／／／クレメンティクレメンティクレメンティクレメンティ    



13131313    大瀧大瀧大瀧大瀧    まどかまどかまどかまどか（（（（南小南小南小南小 6666 年年年年））））            

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「無言歌集無言歌集無言歌集無言歌集」」」」よりよりよりより Op.53Op.53Op.53Op.53----3333    プレストプレストプレストプレスト・・・・アジタートアジタートアジタートアジタート／／／／メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン    

    

14141414    原田原田原田原田    歩実歩実歩実歩実（（（（渋沢中渋沢中渋沢中渋沢中 1111 年年年年））））        

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        樅樅樅樅のののの木木木木／／／／シベリウスシベリウスシベリウスシベリウス    

    

15151515    長長長長    美穂子美穂子美穂子美穂子（（（（一般一般一般一般））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 渡渡渡渡邊邊邊邊    純子純子純子純子    

＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞                クローエクローエクローエクローエにににに    KV524KV524KV524KV524／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

16161616    山口山口山口山口    祐輝祐輝祐輝祐輝（（（（西小西小西小西小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞    ソナチネソナチネソナチネソナチネ    ハハハハ長調長調長調長調    Op.55Op.55Op.55Op.55----1111    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／クーラウクーラウクーラウクーラウ    

    

17171717    安達安達安達安達    美祐美祐美祐美祐（（（（本町小本町小本町小本町小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    Op.7Op.7Op.7Op.7    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／グリーググリーググリーググリーグ    

    

18181818    上中上中上中上中    理央奈理央奈理央奈理央奈（（（（渋沢小渋沢小渋沢小渋沢小 6666 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ワルツワルツワルツワルツ    第第第第４４４４番番番番    ヘヘヘヘ長調長調長調長調    Op.34Op.34Op.34Op.34----3333／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

19191919    尾形尾形尾形尾形    美帆美帆美帆美帆（（（（西中西中西中西中 2222 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 渡渡渡渡邊邊邊邊    純子純子純子純子    

＜＜＜＜フルートフルートフルートフルート＞＞＞＞        コンチェルティーノコンチェルティーノコンチェルティーノコンチェルティーノ／／／／シャミナードシャミナードシャミナードシャミナード    

    

20202020    本本本本多多多多    花乃音花乃音花乃音花乃音（（（（松田小松田小松田小松田小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ    Op.13Op.13Op.13Op.13----1111    第第第第１１１１・・・・３３３３楽章楽章楽章楽章／／／／カバレフスキーカバレフスキーカバレフスキーカバレフスキー    

    

21212121    平井平井平井平井    紗世紗世紗世紗世（（（（大根小大根小大根小大根小 4444 年年年年））））        

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「ホルベホルベホルベホルベアアアアのののの時代時代時代時代よりよりよりよりーーーー古古古古いいいい様式様式様式様式によるによるによるによる組曲組曲組曲組曲」」」」    Op.40 Op.40 Op.40 Op.40 前奏曲前奏曲前奏曲前奏曲／／／／グリーググリーググリーググリーグ    

    

22222222    大木大木大木大木    千歌音千歌音千歌音千歌音（（（（東小東小東小東小 6666 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    トトトト長調長調長調長調    KV283KV283KV283KV283    第第第第 3333 楽章楽章楽章楽章／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

23232323    上中上中上中上中    健士朗健士朗健士朗健士朗（（（（渋沢中渋沢中渋沢中渋沢中 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ポロネーズポロネーズポロネーズポロネーズ    第第第第３３３３番番番番    イイイイ長調長調長調長調    Op.40Op.40Op.40Op.40----1111「「「「軍隊軍隊軍隊軍隊」」」」／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

24242424    遠藤遠藤遠藤遠藤    佳音佳音佳音佳音（（（（南小南小南小南小 3333 年年年年））））    

＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞        組曲組曲組曲組曲「「「「アルルアルルアルルアルルのののの女女女女」」」」よりよりよりより    ファランドールファランドールファランドールファランドール／／／／ビゼービゼービゼービゼー    

    

25252525    田中田中田中田中    琴桃琴桃琴桃琴桃（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞        ディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシー・・・・シンフォニーシンフォニーシンフォニーシンフォニー／Ｂｒａｄ／Ｂｒａｄ／Ｂｒａｄ／Ｂｒａｄ    ＫｅｌｌｅｙＫｅｌｌｅｙＫｅｌｌｅｙＫｅｌｌｅｙ他他他他    

                                                                                                                小林小林小林小林    淑子淑子淑子淑子    編曲編曲編曲編曲    

26262626    ＢｅｌｌＢｅｌｌＢｅｌｌＢｅｌｌ    PPPPｅｐｐｅｒｅｐｐｅｒｅｐｐｅｒｅｐｐｅｒ    ｆｉｖｅｆｉｖｅｆｉｖｅｆｉｖｅ    

                    平田平田平田平田    輝輝輝輝（（（（本町中本町中本町中本町中 3333 年年年年））））    松島松島松島松島    佑衣佑衣佑衣佑衣（（（（本町中本町中本町中本町中 3333 年年年年））））    安嶋安嶋安嶋安嶋    桃子桃子桃子桃子（（（（本町中本町中本町中本町中 3333 年年年年））））        

            山越山越山越山越    真奈真奈真奈真奈（（（（本町中本町中本町中本町中３３３３年年年年））））    河合河合河合河合    幸幸幸幸（（（（本町中本町中本町中本町中 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    トランペットトランペットトランペットトランペット・・・・トロンボーントロンボーントロンボーントロンボーン・・・・ホルンホルンホルンホルン・・・・チューバチューバチューバチューバ＞＞＞＞            

「「「「コルチェスターコルチェスターコルチェスターコルチェスター・・・・ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー」」」」よりよりよりより    ／／／／エリックエリックエリックエリック・・・・エワイゼンエワイゼンエワイゼンエワイゼン    

    

    



～～～～第第第第２２２２部部部部～～～～    

１１１１        キッズキッズキッズキッズ＆＆＆＆チャイムチャイムチャイムチャイム    

松本松本松本松本    旅侑旅侑旅侑旅侑（（（（函嶺白百合学園函嶺白百合学園函嶺白百合学園函嶺白百合学園小小小小 5555 年年年年））））    市川市川市川市川    みのりみのりみのりみのり（（（（北小北小北小北小 5555 年年年年））））    榎本榎本榎本榎本    和希和希和希和希（（（（北小北小北小北小 5555 年年年年））））    

安藤安藤安藤安藤    永愛永愛永愛永愛（（（（北小北小北小北小 4444 年年年年））））    飯塚飯塚飯塚飯塚    理扇理扇理扇理扇（（（（北小北小北小北小 4444 年年年年））））    大野大野大野大野    春香春香春香春香（（（（北小北小北小北小 4444 年年年年））））    

田中田中田中田中    琴桃琴桃琴桃琴桃（（（（南南南南がががが丘丘丘丘小小小小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    トーンチャイムトーンチャイムトーンチャイムトーンチャイム＞＞＞＞                ノクターンノクターンノクターンノクターン    Op.9Op.9Op.9Op.9----2222／／／／ショパンショパンショパンショパン    

                                                                    天国天国天国天国とととと地獄地獄地獄地獄／／／／オッフェンバックオッフェンバックオッフェンバックオッフェンバック    

    

２２２２        瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    京瞳京瞳京瞳京瞳（（（（伊勢原小伊勢原小伊勢原小伊勢原小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「クラシックカーニバルクラシックカーニバルクラシックカーニバルクラシックカーニバル」」」」よりよりよりより    宮廷宮廷宮廷宮廷ののののコンサートコンサートコンサートコンサート／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

３３３３        加藤加藤加藤加藤    遼真遼真遼真遼真（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                おおおお琴琴琴琴のひびきのひびきのひびきのひびき／／／／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

                                        てんぐのうちわてんぐのうちわてんぐのうちわてんぐのうちわ／／／／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

    

４４４４        成瀬成瀬成瀬成瀬    来美来美来美来美（（（（北小北小北小北小 3333 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ダイアナダイアナダイアナダイアナのののの泉泉泉泉／／／／ギロギロギロギロックックックック    

                            ウインナーワルツウインナーワルツウインナーワルツウインナーワルツ／／／／ギロックギロックギロックギロック    

        

５５５５        中尾中尾中尾中尾    魁魁魁魁（（（（比比比比々々々々多多多多小小小小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                わんぱくさざえわんぱくさざえわんぱくさざえわんぱくさざえ／／／／三善三善三善三善    晃晃晃晃    

                            波波波波ののののアラベスクアラベスクアラベスクアラベスク／／／／三善三善三善三善    晃晃晃晃    

    

６６６６        榎本榎本榎本榎本    彩希彩希彩希彩希（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「子供子供子供子供のののの領分領分領分領分」」」」よりよりよりより    グラドゥスグラドゥスグラドゥスグラドゥス・・・・アドアドアドアド・・・・パルナッスムパルナッスムパルナッスムパルナッスム博士博士博士博士／／／／ドビュッシードビュッシードビュッシードビュッシー    

    

７７７７        半田半田半田半田    雄大雄大雄大雄大（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小 6666 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「四季四季四季四季」」」」よりよりよりより    松雪草松雪草松雪草松雪草／／／／チャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキー    

    

８８８８        石川石川石川石川    祥子祥子祥子祥子（（（（南足柄小南足柄小南足柄小南足柄小 6666 年年年年））））    石川石川石川石川    楓佳楓佳楓佳楓佳（（（（向田小向田小向田小向田小 6666 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 実近実近実近実近    房枝房枝房枝房枝    

＜＜＜＜重唱重唱重唱重唱＞＞＞＞                未来未来未来未来へへへへ／／／／玉城玉城玉城玉城    千春千春千春千春    

    

９９９９        辻岡辻岡辻岡辻岡    佑真佑真佑真佑真（（（（大根小大根小大根小大根小 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        バラードバラードバラードバラード／／／／ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー    

    

10101010    村尾村尾村尾村尾    幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎（（（（北小北小北小北小 3333 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ Op.151 Op.151 Op.151 Op.151----1 1 1 1 第第第第３３３３楽章楽章楽章楽章／／／／ディアベリディアベリディアベリディアベリ    

    

11111111    関関関関    春菜春菜春菜春菜（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ワルツエチュードワルツエチュードワルツエチュードワルツエチュード／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

11112222    峰峰峰峰    一輝一輝一輝一輝（（（（大根中大根中大根中大根中 1111 年年年年））））    峰峰峰峰    直輝直輝直輝直輝（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小 5555 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ連弾連弾連弾連弾＞＞＞＞        ソナタソナタソナタソナタ    トトトト長調長調長調長調    Op.150Op.150Op.150Op.150----2222    第第第第１１１１・・・・２２２２楽章楽章楽章楽章／／／／ディアベディアベディアベディアベリリリリ    

    

    



13131313    成瀬成瀬成瀬成瀬    未涼未涼未涼未涼（（（（北小北小北小北小 4444 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                秋秋秋秋のののの光光光光にににに落葉落葉落葉落葉がががが舞舞舞舞ってってってって／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

    

11114444    鈴木鈴木鈴木鈴木    莉央莉央莉央莉央（（（（末広小末広小末広小末広小 4444 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    第第第第２２２２番番番番    第第第第４４４４楽章楽章楽章楽章    トッカータトッカータトッカータトッカータ    イイイイ短調短調短調短調／／／／宍戸宍戸宍戸宍戸    睦郎睦郎睦郎睦郎        

    

11115555        高橋高橋高橋高橋    一成一成一成一成（（（（渋沢渋沢渋沢渋沢小小小小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    トトトト長調長調長調長調    Op.49Op.49Op.49Op.49----2222    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

11116666    牛牛牛牛ノノノノ濵濵濵濵    千夏千夏千夏千夏（（（（大根中大根中大根中大根中 2222 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    二二二二長調長調長調長調    KV311KV311KV311KV311    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

11117777    廣重廣重廣重廣重    雅雅雅雅（（（（上智短大上智短大上智短大上智短大 1111 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 菊村菊村菊村菊村    瑞穂瑞穂瑞穂瑞穂    

＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞                ああああああああ愛愛愛愛しいしいしいしい人人人人のののの／／／／ドナウディドナウディドナウディドナウディ    

    

11118888    藤田藤田藤田藤田    大輔大輔大輔大輔（（（（吉沢小吉沢小吉沢小吉沢小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    ホホホホ短調短調短調短調    Hob.Hob.Hob.Hob.ⅩⅥⅩⅥⅩⅥⅩⅥ/34/34/34/34    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ハイドンハイドンハイドンハイドン    

    

11119999    山口山口山口山口    貴史貴史貴史貴史（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    第第第第１１１１番番番番    ヘヘヘヘ短調短調短調短調    Op.2Op.2Op.2Op.2----1111    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

22220000    榊原榊原榊原榊原    真菜真菜真菜真菜（（（（渋沢小渋沢小渋沢小渋沢小 6666 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                はくちょうはくちょうはくちょうはくちょう／／／／田中田中田中田中    カレンカレンカレンカレン    

    

22221111    辻岡辻岡辻岡辻岡    礼実礼実礼実礼実（（（（大根小大根小大根小大根小６６６６年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ワルツワルツワルツワルツ    ロロロロ短調短調短調短調    Op.69Op.69Op.69Op.69----2222／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

22222222    根岸根岸根岸根岸    沙英沙英沙英沙英（（（（本町中本町中本町中本町中 3333 年年年年））））    

                    ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                「「「「ベルガマスクベルガマスクベルガマスクベルガマスク組曲組曲組曲組曲」」」」よりよりよりより    月月月月のののの光光光光／／／／ドビュッシードビュッシードビュッシードビュッシー    

    

22223333    川端川端川端川端    美穂美穂美穂美穂（（（（秦野秦野秦野秦野高高高高 3333 年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ノクターンノクターンノクターンノクターン    嬰嬰嬰嬰ハハハハ短調短調短調短調    遺作遺作遺作遺作／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

22224444    渡邉渡邉渡邉渡邉    憲悟憲悟憲悟憲悟（（（（川村小川村小川村小川村小 5555 年年年年））））    

＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞                組曲組曲組曲組曲「「「「シバシバシバシバのののの女王女王女王女王ベルキスベルキスベルキスベルキス」」」」よりよりよりより    狂宴狂宴狂宴狂宴のののの踊踊踊踊りりりり／／／／レスピーギレスピーギレスピーギレスピーギ    

    

22225555    鈴木鈴木鈴木鈴木    帆風帆風帆風帆風（（（（北小北小北小北小 6666 年年年年））））    

                    ＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞                ダンスダンスダンスダンス・・・・クラシックスメドレークラシックスメドレークラシックスメドレークラシックスメドレー    スカイハイスカイハイスカイハイスカイハイ～～～～ヴィーナスヴィーナスヴィーナスヴィーナス    

～～～～ダンシングダンシングダンシングダンシング・・・・クイーンクイーンクイーンクイーン～～～～レッツレッツレッツレッツ・・・・グルーヴグルーヴグルーヴグルーヴ／／／／日下日下日下日下    将太郎将太郎将太郎将太郎    

    

26262626    関根関根関根関根    芽子芽子芽子芽子（（（（鶴巻中鶴巻中鶴巻中鶴巻中 1111 年年年年））））    関根関根関根関根    朋子朋子朋子朋子（（（（向上高向上高向上高向上高 2222 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 木次谷木次谷木次谷木次谷    紀子紀子紀子紀子    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞                ばらのばらのばらのばらの乙女乙女乙女乙女たちのたちのたちのたちの踊踊踊踊りりりり／／／／ハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアン    

                                                        レスギンカレスギンカレスギンカレスギンカ／／／／ハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアンハチャトゥリアン    

    



～～～～第第第第３３３３部部部部～～～～    

１１１１    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    和楽器和楽器和楽器和楽器のののの会会会会    糸竹舎糸竹舎糸竹舎糸竹舎    胡蝶組胡蝶組胡蝶組胡蝶組    

        相原相原相原相原    綾乃綾乃綾乃綾乃（（（（法政大法政大法政大法政大 1111 年年年年））））    山本山本山本山本    紗佑里紗佑里紗佑里紗佑里（（（（東京工芸大東京工芸大東京工芸大東京工芸大 3333 年年年年））））    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    琴琴琴琴＞＞＞＞        瀬音瀬音瀬音瀬音／／／／宮城宮城宮城宮城    道雄道雄道雄道雄    

    

２２２２        塩川塩川塩川塩川    陽菜陽菜陽菜陽菜（（（（つるまきつるまきつるまきつるまき幼年長幼年長幼年長幼年長））））        

                    ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        組曲組曲組曲組曲「「「「四季四季四季四季」」」」よりよりよりより    まつりまつりまつりまつり（（（（秋秋秋秋）／）／）／）／佐佐佐佐々々々々木木木木    宏子宏子宏子宏子    

                                        春春春春をまつをまつをまつをまつウクライナウクライナウクライナウクライナのむすめのむすめのむすめのむすめ／／／／ウクライナウクライナウクライナウクライナ民謡民謡民謡民謡    

    

３３３３        北原北原北原北原    香菜香菜香菜香菜（（（（北小北小北小北小 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ワルツワルツワルツワルツ    イイイイ短調短調短調短調    遺作遺作遺作遺作／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

４４４４        鈴木鈴木鈴木鈴木    理生理生理生理生（（（（本町本町本町本町小小小小 3333 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナタソナタソナタソナタ    ハハハハ長調長調長調長調 KV KV KV KV545545545545    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

                                        ドロップスドロップスドロップスドロップス／／／／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

    

５５５５        加藤加藤加藤加藤    あやなあやなあやなあやな（（（（南小南小南小南小 5555 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        波波波波ののののアラベスクアラベスクアラベスクアラベスク／／／／三善三善三善三善    晃晃晃晃    

    

６６６６        フォンターナフォンターナフォンターナフォンターナＫＫＫＫ    

柴田柴田柴田柴田    朱理朱理朱理朱理（（（（東小東小東小東小 3333 年年年年））））    境野境野境野境野    陽菜陽菜陽菜陽菜（（（（東小東小東小東小 6666 年年年年））））    境野境野境野境野    渓渓渓渓（（（（東小東小東小東小 3333 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 菊村菊村菊村菊村    瑞穂瑞穂瑞穂瑞穂    

            ＜＜＜＜重唱重唱重唱重唱＞＞＞＞        「「「「キッチンパニックキッチンパニックキッチンパニックキッチンパニック～～～～台所台所台所台所はははは大大大大さわぎさわぎさわぎさわぎ」」」」よりよりよりより    スキキライスキキライスキキライスキキライ・・・・シャッフルシャッフルシャッフルシャッフル    

～～～～GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス／／／／河原木河原木河原木河原木    孝浩孝浩孝浩孝浩    

    

７７７７        江崎江崎江崎江崎    侑美侑美侑美侑美（（（（南小南小南小南小 2222 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ロンドロンドロンドロンド    ハハハハ長調長調長調長調／／／／フンメルフンメルフンメルフンメル    

    

８８８８        髙髙髙髙橋橋橋橋    大地大地大地大地（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小 4444 年年年年））））            

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                小小小小プレリュードプレリュードプレリュードプレリュード BWVBWVBWVBWV939939939939／／／／JJJJ....SSSS....バッハバッハバッハバッハ    

                            小小小小メヌエットメヌエットメヌエットメヌエット／／／／ホフマイスターホフマイスターホフマイスターホフマイスター    

                            ワルツワルツワルツワルツ    Op.12Op.12Op.12Op.12----2222／／／／グリーググリーググリーググリーグ    

    

９９９９        根岸根岸根岸根岸    千沙千沙千沙千沙（（（（本町本町本町本町小小小小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア民俗舞曲民俗舞曲民俗舞曲民俗舞曲 N N N Nｏｏｏｏ....１１１１、、、、２２２２、、、、４４４４、、、、５５５５、、、、６６６６／／／／バルトークバルトークバルトークバルトーク    

    

10  10  10  10  杉本杉本杉本杉本    裕樹裕樹裕樹裕樹（（（（北小北小北小北小 6666 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 大塚大塚大塚大塚    秀子秀子秀子秀子    

            ＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞        気球気球気球気球にのってどこまでもにのってどこまでもにのってどこまでもにのってどこまでも／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

                                    小小小小さなさなさなさな木木木木のののの実実実実／／／／ビゼービゼービゼービゼー    

    

11111111    大瀧大瀧大瀧大瀧    ミチルミチルミチルミチル（（（（南南南南小小小小 2222 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナチネソナチネソナチネソナチネ    第第第第６６６６番番番番    ヘヘヘヘ長調長調長調長調    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

12121212    播馬播馬播馬播馬    琴羽琴羽琴羽琴羽（（（（南南南南小小小小 3333 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        スタレガスタレガスタレガスタレガ・・・・ラプソディーラプソディーラプソディーラプソディー／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

                                        トランシルヴァニアトランシルヴァニアトランシルヴァニアトランシルヴァニアのののの夕夕夕夕べべべべ／／／／バルトークバルトークバルトークバルトーク    



13131313    田中田中田中田中    愛里愛里愛里愛里（（（（本町本町本町本町小小小小 6666 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナタソナタソナタソナタ    ハハハハ短調短調短調短調 Op.10 Op.10 Op.10 Op.10----1111    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

14141414    中根中根中根中根    和也和也和也和也（（（（北小北小北小北小 6666 年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 大塚大塚大塚大塚    秀子秀子秀子秀子    

            ＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞        フニクリフニクラフニクリフニクラフニクリフニクラフニクリフニクラ／／／／デンツァデンツァデンツァデンツァ    

    

15151515    三橋三橋三橋三橋    杏花里杏花里杏花里杏花里（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小 4444 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナチネソナチネソナチネソナチネ    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

16161616    中里中里中里中里    友利乃友利乃友利乃友利乃（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小 5555 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ロマンティックロマンティックロマンティックロマンティックななななワルツワルツワルツワルツ／／／／セヴラックセヴラックセヴラックセヴラック    

    

17171717    野村野村野村野村    桃子桃子桃子桃子（（（（大根大根大根大根中中中中 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナタソナタソナタソナタ    ヘヘヘヘ長調長調長調長調 Hob. Hob. Hob. Hob.ⅩⅥⅩⅥⅩⅥⅩⅥ/23/23/23/23    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ハイドンハイドンハイドンハイドン    

                                        マズルカマズルカマズルカマズルカ    ヘヘヘヘ長調長調長調長調 Op.7 Op.7 Op.7 Op.7----1111／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

18181818    榎本榎本榎本榎本    梨花梨花梨花梨花（（（（大根中大根中大根中大根中 2222 年年年年））））    原原原原    彩菜彩菜彩菜彩菜（（（（金目中金目中金目中金目中 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ連弾連弾連弾連弾＞＞＞＞        マズルカマズルカマズルカマズルカ／／／／モシュコフスキーモシュコフスキーモシュコフスキーモシュコフスキー    

    

19191919    島津島津島津島津    李輝李輝李輝李輝（（（（江陽江陽江陽江陽中中中中２２２２年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 平山平山平山平山    真澄真澄真澄真澄    

            ＜＜＜＜マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞        歌劇歌劇歌劇歌劇「「「「ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム・・・・テルテルテルテル」」」」幻想曲幻想曲幻想曲幻想曲／／／／ロッシーニロッシーニロッシーニロッシーニ    

    

20202020    江崎江崎江崎江崎    亜美亜美亜美亜美（（（（南小南小南小南小 5555 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        「「「「ねぇねぇねぇねぇ、、、、ママママママママ聞聞聞聞いていていていて」」」」のののの主題主題主題主題によるによるによるによる変奏曲変奏曲変奏曲変奏曲 KV265KV265KV265KV265 よりよりよりより    ／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

21212121    西西西西山山山山    貴彦貴彦貴彦貴彦（（（（堀川小堀川小堀川小堀川小 6666 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ロンドロンドロンドロンド    Op.51Op.51Op.51Op.51----1111／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

22222222    名倉名倉名倉名倉    夢美夢美夢美夢美（（（（南中南中南中南中 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        スケルツォスケルツォスケルツォスケルツォ    第第第第１１１１番番番番    ロロロロ短調短調短調短調    Op.20Op.20Op.20Op.20    一部省略一部省略一部省略一部省略／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

23232323    尾澤尾澤尾澤尾澤    沙緒里沙緒里沙緒里沙緒里（（（（厚木東高厚木東高厚木東高厚木東高 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        「「「「幻想小曲集幻想小曲集幻想小曲集幻想小曲集」」」」よりよりよりより    飛翔飛翔飛翔飛翔／／／／シューマンシューマンシューマンシューマン    

    

24242424    長尾長尾長尾長尾    綾子綾子綾子綾子（（（（一般一般一般一般））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        パルティータパルティータパルティータパルティータ    第第第第２２２２番番番番    ハハハハ短調短調短調短調    BWV826BWV826BWV826BWV826 よりよりよりより    

サラバンドサラバンドサラバンドサラバンド、、、、ロンドロンドロンドロンド、、、、カプリッチョカプリッチョカプリッチョカプリッチョ／／／／J.S.J.S.J.S.J.S.バッハバッハバッハバッハ    

    

25252525    秋山秋山秋山秋山    夏希夏希夏希夏希（（（（西中西中西中西中 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞        エルエルエルエル・・・・カミーノカミーノカミーノカミーノ・・・・レアルレアルレアルレアル／／／／ＡＡＡＡ....ＲｅｅｄＲｅｅｄＲｅｅｄＲｅｅｄ    

    

    

2222６６６６    大野大野大野大野    琴美琴美琴美琴美（（（（小田原高小田原高小田原高小田原高 1111 年年年年））））    

            ＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞        颯流颯流颯流颯流／／／／渡辺渡辺渡辺渡辺    俊幸俊幸俊幸俊幸    

    

    



27272727    秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓    

            相原相原相原相原    綾乃綾乃綾乃綾乃（（（（法政大法政大法政大法政大 1111 年年年年））））    安藤安藤安藤安藤    菜菜菜菜摘摘摘摘（（（（伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原高高高高 1111 年年年年））））    吉次吉次吉次吉次    怜音怜音怜音怜音（（（（鶴巻中鶴巻中鶴巻中鶴巻中 3333 年年年年））））    

            鈴木鈴木鈴木鈴木    聖聖聖聖（（（（西中西中西中西中 3333 年年年年））））    阿部阿部阿部阿部    勇太勇太勇太勇太（（（（荻野中荻野中荻野中荻野中 3333 年年年年））））    高橋高橋高橋高橋    舞華舞華舞華舞華（（（（中井中中井中中井中中井中 1111 年年年年））））    

            鈴木鈴木鈴木鈴木    輝輝輝輝（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））    川野川野川野川野    姫佳姫佳姫佳姫佳（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））    松野松野松野松野    瑛南瑛南瑛南瑛南（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））    

            西場西場西場西場    綾香綾香綾香綾香（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小 6666 年年年年））））    鈴木鈴木鈴木鈴木    舞舞舞舞（（（（本町小本町小本町小本町小 6666 年年年年））））    池田池田池田池田    あかりあかりあかりあかり（（（（大根小大根小大根小大根小 6666 年年年年））））    

            ＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓＞＞＞＞        翔龍翔龍翔龍翔龍／／／／小口小口小口小口    大八大八大八大八    

                                                稜線稜線稜線稜線／／／／加藤加藤加藤加藤    修修修修    

    

    

    

    

    

    

    

ああああ    いいいい    ささささ    つつつつ    

秦野市長秦野市長秦野市長秦野市長        古谷古谷古谷古谷    義幸義幸義幸義幸    

秦野秦野秦野秦野市市市市楽友協会楽友協会楽友協会楽友協会    会長会長会長会長    府川府川府川府川    京子京子京子京子    

賞賞賞賞    状状状状    授授授授    与与与与    

    

記記記記    念念念念    写写写写    真真真真    撮撮撮撮    影影影影        


