
                    --PPRROOGGRRAAMM-- 

～第１部～ 

１ 諏訪 太郎（３歳） (伴奏) 菊村 瑞穂 

   ＜声楽＞  さんぽ／久石 譲   

 

２ 堂前 武（山王幼稚園 年長）  

   ＜ピアノ＞  インディアンのおどり／ギロック 

           

３ 多田 早織（南小 １年） 

＜ピアノ＞  糸車の歌／アルベルト・エルメンライヒ 

 

４ 柴田 早彩（西秦野幼稚園 年少） (伴奏) 菊村 瑞穂   

＜声楽＞   きらきら星／フランス民謡 

 

５ 鵜飼 眞琴（南が丘小 １年） 

＜ピアノ＞   スティリアの女／ブルグミュラー 

 

６  多田 衣織（南小 １年） 

＜ピアノ＞   ロシア民謡による舞曲風変奏曲／カバレフスキー 

 

７  岸本 碧（北小 ５年） 

＜ピアノ＞    はくちょう／田中 カレン 

 

８  髙橋 大地(広畑小 ５年） 

＜ピアノ＞    こびとのマーチ／グリーグ 

 

９  高橋 万智（山王中 ２年） 宮田 しずか(城山中 １年) (伴奏)皆川 美香 

＜重奏 ヴァイオリン＞    ２つのヴァイオリンのためのコンチェルト イ短調 

Op.3-8 第１楽章／ヴィヴァルディ 

 

１０ 大竹 菜織美（渋沢小 １年） 

＜ピアノ＞    いたずらこねこ／福島 佐輝子 

       ハロウィンのゆうれいダンス／バスティン 

 

１１ 原田 実幸（渋沢小 ３年）   

＜ピアノ＞    貴婦人の乗馬／ブルグミュラー 

 

１２ 越智 菜々穂（南が丘小 ５年）  

＜ピアノ＞  ソナチネ Op.151／ディアベリ 

 

１３ 中尾 魁(比々多小 ５年) 

＜ピアノ＞    ソナタ ト長調 Op.49-2／ベートーヴェン 

 

１４ 境野 渓(東小 ４年） (伴奏)菊村 瑞穂 

＜声楽＞   BELIEVE／杉本 竜一 

 

１５ 大瀧 ミチル（南小 ３年） 

＜ピアノ＞    おどりとうたと／中田 喜直 

 

 



１６ 原田 歩実(渋沢中 ２年） 

＜ピアノ＞  「無言歌集」より 胸さわぎ／メンデルスゾーン 

 

１７ 村上 優奈（南が丘小 ４年） 吉村 莉菜(井ノ口小 ４年) 

＜ピアノ連弾＞  丸木橋を渡ろう／寺島 尚彦 

 

１８ 田中 愛里（本町中 １年） 

＜ピアノ＞    幻想即興曲 Op.66／ショパン 

 

１９ 島津 李輝（江陽中 ３年）  

＜マリンバ＞    RHYTHM SONG／Paul Smadbeck 

 

２０ 山本 実樹(末広小 ３年） 

＜ピアノ＞    はつかねずみの運動会／平吉 穀州 

真夜中の火祭／平吉 穀州 

 

２１ 門田 美冴希（本町小 ４年） 

＜ピアノ＞  ダウンタウン・ビート／ギロック 

          ジャズ・プレリュード／ギロック 

 

２２ 井元 彩愛（末広小 ６年） 

＜ピアノ＞  プレリュード／ドビュッシー 

 

２３ 根岸 千沙（本町小 ６年） 

＜ピアノ＞  即興曲 変ホ長調 Op.90-2／シューベルト 

                             

２４ 加藤 あやな（南小 ６年） 

＜ピアノ＞  ルーマニア民族舞曲／バルトーク 

 

２５ 大瀧 まどか（南中 １年） 

＜ピアノ＞  アラベスク 第 1 番／ドビュッシー 

 

２６ 西山 貴彦（西中 １年） 

＜ピアノ＞  ポロネーズ 嬰ハ短調 Op.26-1／ショパン 

 

２７ 峰 一輝（大根中 ２年） 峰 直輝(広畑小 ６年） 

＜ピアノ連弾＞ 「こどもの舞踏会」より エコセーズ・こども輪舞 ／シューマン 

 

２８ チームＥ１０ 

古屋 綾乃（西中 １年） 大胡田 未央（一般） 

＜重奏 電子オルガン＞  交響曲第 7 番／ベートーヴェン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～第２部～ 

１  NPO 法人和楽器の会・糸竹舎 

相原 千春（西湘高 １年） 小島 愛美(下布田小 ４年） 相原 依千香（西小 5 年） 

岩田 紗里（西小 ５年）  古谷 光里（西小 ６年）  佐伯 美穂（南中 １年）  

酒井 由紀(西中 ２年)   (伴奏) 相原 綾乃 

＜合奏 箏＞    もみじ／岡野 貞一 

 

２ 高橋 萌恵夏（南が丘小 １年） 

＜ピアノ＞    ト長調のソナチネより  Ⅰ アレグロモデラート 

                     Ⅱ 感傷的なワルツ 

                    Ⅲ アラ カプリッチオ／ギロック 

 

３ 村上 夏美（南が丘小 １年） 

＜ピアノ＞    ちいさな花／林 光 

 

４ 丸塚 萌絵（末広小 ５年） 

＜ピアノ＞    グラドゥス・アド・パルナッスム博士／ドビュッシー        

  

５ 朱 米那（桐光学園中 ２年） 

＜ピアノ＞    ノクターン 嬰ハ短調 遺作／ショパン 

        

６ 加藤 莉奈（北小 5 年）曽根 楓美香（北小 5 年） 

＜ピアノ連弾＞    おしゃべりなスペイン娘／ブルグミュラー 

                     後藤ミカ(編曲) 

 

７ 成瀬 来美（北小 ４年） 

＜ピアノ＞    天の川のバラード／湯山 昭 

 

８ 池田 奈津実（本町小 ５年） 

＜ピアノ＞    きりん／田中 カレン 

          はくちょう／田中 カレン 

 

９  原 彩菜（金目中 2 年） 

＜ピアノ＞  ソナタ イ長調 D664 第 3 楽章／シューベルト 

 

1０ 柴田 朱理（東小 ４年） 高橋 あおい（北小 ４年） 高橋 翔一（北小 １年） 

(伴奏) 菊村 瑞穂 

＜重唱＞    トゥギャザードリーム／渡名喜 宏 

 

1１ 池谷 麻那（足柄小 ３年） 

   ＜ピアノ＞  ソナチネ ハ長調 Op.55-1／クーラウ 

 

1２ 佐藤 早希（旭小 ５年） 

＜ピアノ＞    秋の光に落葉が舞って／平吉 毅州 

       真夜中の火祭／平吉 毅州 

 

1３ 川田 綾音（南が丘小 ５年） 

   ＜ピアノ＞    12 の小プレリュード 第３番 ハ短調 BWV999／J.S.バッハ  

           夜番のうた Op.12-3／グリーグ 

 



1４ 池谷 悠那（白山中 １年） 

＜ピアノ＞    「版画」より 雨の庭／ドビュッシー 

 

1５ 吉村 穂乃華（東中 ２年） (伴奏 )行天 洋子 

＜声楽＞    なにかが、ほら／木下 牧子 

 

1６ 高橋 海斗（広畑小 ３年） 

＜ピアノ＞  散歩／プロコフィエフ 

       おとぎ話／プロコフィエフ 

 

１７ 高木 紀実（末広小 ５年） 

＜ピアノ＞    日曜日のソナチネⅠ･Ⅲ／湯山 昭 

 

１８ 加藤 匠真（南が丘小 6 年） 

＜ピアノ＞    ソナタ ヘ短調 Op.2-1 第 1 楽章／ベートーヴェン 

 

１９ 上中 理央奈（渋沢中 １年） 

＜ピアノ＞    タランテラ 変イ長調 Op.43／ショパン 

 

２０ 関根 芽子（鶴巻中 ２年） (伴奏) 木次谷 紀子 

     ＜マリンバ＞    チャルダッシュ／V・モンティ 

 

２１ 江崎 侑美（南小 3 年） 

＜ピアノ＞    家路につく牧童／ブルグミュラー 

       すばやい動き／ブルグミュラー 

 

２２ 鈴木 理生（本町小 ４年） 

＜ピアノ＞  ソナタ ニ長調 HOB.ⅩⅥ/37   第 1 楽章／ハイドン 

 

２３ 鈴木 莉央（末広小 ５年） 

     ＜ピアノ＞    ソナチネ ハ長調 第 3 楽章／ハチャトゥリャン 

 

２４ 平井 紗世（大根小 ５年）  

＜ピアノ＞    ソナチネ 第 3 楽章／ラベル 

 

２５ 山本 咲樹（本町中 １年） 

＜ピアノ＞  ラプソディ Op.79-1／ブラームス 

 

２６ 熊澤 結衣（広畑小 ３年） 

     ＜電子オルガン＞    アフリカン・シンフォニー／Van Mccoy 

 

２７ 田中 琴桃（南が丘小 ５年）  

＜電子オルガン＞   Security Police ／菅野 祐悟 

 

２８ 秦野観光和太鼓 

  相原 綾乃（法政大 ２年） 天羽 真紀（一般） 本田 美夕紀（一般）  

  川口 大輔（南小 ６年） 前原 優貴（西小 ２年） 吉村 隼大（北小 ４年） 

大村 佳央（堀川小 ５年）  

＜合奏 和太鼓＞  山河／加藤 修 

 



～第３部～ 

１ キッズ＆チャイム 

  松本 旅侑（函嶺白百合学園小 ６年） 安藤 永愛（北小 ５年） 飯塚 理扇（北小 ５年） 

榎本 和希（北小 ６年） 大野 春香（北小 ５年） 柴山 萌花（北小 ２年） 

今井 菜摘（北小 ５年） 田中 琴桃（南が丘小 ５年） 田中 瑚花（南が丘小 １年） 

＜合奏 トーンチャイム＞ カントリー・ロード／タッフィー・ナイバート、ション・デンバー  

               海の見える街／久石 譲 

 

２ 近藤 公美子（井ノ口小 １年）  

     ＜ピアノ＞  雨の日のダンス／森山 智宏 

          こねこのマーチ／Michael Ujiie 

        

３ 山口 祐輝（西小 ３年） 

   ＜ピアノ＞  四月のセレナーデ／平吉 穀州 

          赤い月とこびとの踊り／平吉 穀州 

 

４ 三橋 杏花里（南が丘小 ５年） 

   ＜ピアノ＞  ワルツ Op.69-2／ショパン 

          

５ 中根 和也（北中 １年） (伴奏) 大塚 秀子 

   ＜声楽＞  サンタルチア／ナポリ民謡 

         この星に生まれて／杉本 竜一 

 

６ 北原 香菜（北小 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ポロネーズ ト短調 遺作／ショパン 

   

７ 斉藤 優（堀川小 ３年） 

   ＜ピアノ＞  「お菓子の世界」より バウムクーヘン／湯山 昭 

 

８ 藤田 大輔（吉沢小 ６年）   

＜ピアノ＞    ソナチネ 第 3 楽章／ハチャトゥリャン 

 

９  麻野 祥一朗（自修館中 １年）   

   ＜ピアノ＞  「ピアノのために」より トッカータ／ドビュッシー          

 

１０ 沖村 泰彦（金目中 ３年） (伴奏) 渡辺 史枝 

   ＜ヴァイオリン＞  コンチェルト第 1 番 ニ長調 Op.6  

第 1 楽章／パガニーニ 

 

１１ 村尾 幸太郎（北小 ４年） 

   ＜ピアノ＞  ソナチネ 第１番 0ｐ.13-１ 第 1・第 3 楽章／カバレフスキー 

          

１２ 関 春菜（鶴巻小 6 年） 

   ＜ピアノ＞  ソナタ ハ短調 Op.10-1 第１楽章／ベートーヴェン 

 

１３ 野村 桃子（大根中 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ドイツ民謡による変奏曲 遺作／ショパン 

 

１４ 森 珠美（一般） (伴奏) 近藤 薫 

   ＜声楽＞  慕わしい人の名は／ヴェルディ 

 



１５ 播馬 琴羽（南小 ４年） 

   ＜ピアノ＞  「お菓子の世界」より チョコ・バー／湯山 昭 

          エチュード・アレグロ／中田 喜直 

 

１６ 近藤 充姫（井ノ口小 ４年） 

   ＜ピアノ＞  ソナタ K311／モーツァルト 

          

１７ 高橋 一成（渋沢小 ６年）  

   ＜ピアノ＞  「四季」より 2 月 謝肉祭／チャイコフスキー 

 

１８ 須貝 孝太（秦野高 ３年）   

   ＜マリンバ＞  ソナタより イントロダクション 

                 インテルメッゾ 

                 トッカータ／ピットフィールド 

 

１９ 本多 花乃音 （松田小 5 年） 

   ＜ピアノ＞  ６つのルーマニア民俗舞曲／バルトーク 

 

２０ 水野 魁政（本町中 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ソナチネ 第 2・第 3 楽章／ラヴェル 

 

２１ 川井 ひかり（秦野高 ３年） 

   ＜ピアノ＞  平均律クラヴィーア曲集 第 1 巻第 21 番 BWV866 より 

プレリュード／J.S.バッハ 

エチュード Op.10-8／ショパン 

 

２２ 秦野ジュニア・エコーズ 

  上松 光 （大根小 ６年） 上野 友梨（末広小 ２年） 西田 なつ美（末広小 ２年） 

  目黒 日向（末広小 ３年） 鈴木 佑佳（末広小 3 年） 中島 琉憂（渋沢小 ４年） 

  鈴木 瑛子（本町小 ４年） 島田 愛実（大根小 ５年） 小笠原 咲（広畑小 ５年） 

  大竹 美緒（末広小 6 年） 米山 夏永（西小 6 年） 薄田 紗矢香（南小 6 年） 

北畑 智美（本町中 １年） 和田 美月（本町中 １年） 西村 ひなの（東中 ２年） 

  今井 ひなた（大根中 ２年） 高橋 千春（平塚中等教育 ３年） 志村 徳子（本町中 ３年） 

（指揮者） 地崎 律子 (伴奏) 平田 香代子 

   ＜合唱＞  「ミサ ブレヴィス ニ長調」より キリエ グローリア／ブリテン 

             

２３ 大野 春香（北小 ５年） 

   ＜電子オルガン＞  J-テクノ・ハイパー・ミックスメドレー  

テクノポリス～ライディーン／YMO 

２４ 秋山 夏希（西中 ２年） 

   ＜電子オルガン＞  ON FIRE／MICHEL CAMILO 

 

２５ 秦野観光和太鼓 

  安藤 菜摘（伊勢原高 ２年） 藤城 由香（旭ヶ丘高 ３年） 吉次 怜音（相模向陽館高 １年） 

  池田 朝陽（伊志田高 １年） 鈴木 聖（アイム美容専門 1 年） 鈴木 輝（西中 １年） 

  川野 姫佳（西中 １年）  松野 瑛南（西中 １年） 西場 綾香（鶴巻中 １年） 

  池田 あかり（大根中 １年） 高橋 舞華（中井中 ２年） 

   ＜合奏 和太鼓＞  稜線／加藤 修             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ い さ つ 

秦野市長  古谷 義幸 

秦野市楽友協会 会長 府川 京子 

賞 状 授 与 

 

  


