
--PPRROOGGRRAAMM-- 

～第１部～ 

１  キッズ＆チャイム 

   大野 春香（北小 ６年） 安藤 永愛（北小 ６年） 飯塚 理扇（北小 ６年） 

今井 菜摘（北小 ６年）  柴山 萌花（北小 ３年） 高橋 杏（本町小 １年） 

高橋 凛（本町小 ３年） 田中 琴桃（南が丘小 ６年） 田中 瑚花（南が丘小 ２年） 

＜合奏 トーンチャイム＞ It's A Small World／R.シャーマン  

             となりのトトロ／久石 譲 

 

2  中川 美帆（東小 ６年） 北山 凛（東小 １年） 瀬戸 菜々美（開成小 ３年） 

    竹内 菜摘（向上高 １年） (伴奏) 木次谷 紀子 

   ＜重奏 マリンバ＞  チキチキバンバン  

              ドレミのうた  ／R.シャーマン    

 

３  河原﨑 雛乃（いまいずみ保育園 年長）  

   ＜ピアノ＞  おもちゃのダンス／ギロック 

           ハロウィンのお化けのダンス／バスティン 

 

4  原 一貴（広畑小 １年） 

＜ピアノ＞  騎士のお話／ジョン ジョージ 

 

５  小林 希美（本町小 １年）    

＜ピアノ＞  ガラスのくつ／ギロック 

 

６  飯島 諒（堀川小 ３年） 

＜ピアノ＞   アレグレットと変奏「ああ、お母さん、聞いて」／J.C.Fr.バッハ 

 

７   莉菜（井ノ口小 ５年） 

＜ピアノ＞   ワルツの第 10 番 ロ短調 Op.69-2／ショパン 

 

８  イチジク チビっ子２ 

   鈴木 翔太（南小 ４年） 鈴木 麻由（南小 １年） 藤本 早弥（鶴巻中 １年） 

沼田 海弥（鶴巻小 ４年） 古住 奏（大根小 ３年） 石引 岳（相川小 ２年） 

阿部 愛菜（緑台小 ３年） 楠本 理子（比々田小 ２年）大迫 勇輔（鶴巻中 １年）  

（指揮者） 小田 幸子 (伴奏) 鈴木 寛子 

＜合奏 ヴァイオリン＞ ロング・ロング・アゴー変奏曲／鷲見 五郎 

                

９  内海 珠里（広畑小 ２年） 

＜ピアノ＞    ガボットとジーク／アーノルド 

 

１０ 高橋 ひかり(渋沢小 ２年） 

＜ピアノ＞    レントラー／ベートーヴェン 

 

１１ 高橋 萌恵夏（南が丘小 ２年） 

＜ピアノ＞    「こどものためのアルバム」Op.68 より 

８.勇敢な騎手 10. 楽しき農夫 16. 最初の悲しみ／シューマン 

 

１2  髙田 愛佳（末広小 ２年）   

＜ピアノ＞    人形の夢と目覚め／オースティン 

 



１３ 高橋 海斗（広畑小 ４年）  

＜ピアノ＞  ウクライナ民謡による７つの陽気な変奏曲／カバレフスキー 

 

１４ 村尾 幸太郎(北小 ５年) 

＜ピアノ＞    トロルドハウゲンの婚礼の日／グリーグ 

 

１５ 江崎 亜美(相模原中等教育中 １年）  

＜ピアノ＞   エチュード 嬰ハ短調 Op.10-4／ショパン 

 

１６ 石川 祥子（南足柄中 ２年） (伴奏) 実近 房枝 

＜声楽＞  瑠璃色の地球／平井 夏美 

 

１７ 江崎 侑美(南小 ４年） 

＜ピアノ＞  ソナタ ニ長調 Hob.XVI/37／ハイドン 

 

１８ 丸塚 萌絵（末広小 ６年）  

＜ピアノ＞  ノクターン Op.9- 2／ショパン 

 

１９ 大迫 勇輔（鶴巻中 １年） 

＜ピアノ＞    キラキラ星 変奏曲 ハ長調 K.265／モーツァルト 

 

２０ 高橋 一成（渋沢中 １年）  

＜ピアノ＞   「幻想小曲集」より 飛翔 Op.12-2／シューマン 

 

２１ 牛ノ濵 千夏(小田原高 １年） 

＜ピアノ＞    Grande Valse Op.42／ショパン 

 

２２ 関根 芽子（鶴巻中 ３年） 米山 舞（鶴巻中 ３年） (伴奏) 木次谷 紀子 

＜重奏 マリンバ・ピアノ＞ 「アルルの女」第２組曲より メヌエット（抜粋）、ファラン 

ドール／ビゼー 

      

２３ Brass5 

髙松 淳哉（本町中 ３年） 星野 龍磨（本町中 ３年） 小泉 優汰（本町中 ２年） 

    加藤 夢乃（本町中 ３年） 冨山 唯（本町中 ３年） 

   ＜重奏 チューバー・トランペット・ホルン・ユーフォニウム＞   

フォーヒッツ・フォー・ファイブ／ジョージ・ガーシュイン 

               

２４ 明瀬 怜奈（末広小 ２年） 

＜電子オルガン＞  東京ディズニーランド・エレクトリカルパレードドリームライツ 

          ／ペリー、キングスレイ 

 

２５ 大野 春香（北小 ６年） 

＜電子オルガン＞  パイレーツ・オブ・カリビアン メドレーヨーホー ～黄金のメダル～ 

ブラックパール号～決闘～海賊の洞窟へ！～彼こそが海賊 

／ハンス・ツィマーなど 

                             

 

 

～第２部～ 



１  ティンカーベル 

吉冨 瑠菜（秦野総合高 １年） 浜野 薫（北中 １年） 弘川 伊織(上小 ６年）  

高橋 里沙（上小 ６年） 高橋 菜奈（西小 ５年） 菅沼 月（西小 ５年）   

浜野 礼（北小 ４年） 上羽 彩(秦野総合高 １年)   (伴奏) 飯塚 興子 

＜合奏 ミュージックベル＞    ハンガリア舞曲第 5 番／ブラームス 

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドージャス

／ミュージカル「メリーポピンズ」より 

 

２  大竹 菜織美（渋沢小 ２年） 

＜ピアノ＞    踊り明かそう祭の夜は 

       菜の花がゆれる      ／平吉 毅州 

 

３  岸本 歩（北小 ２年） 

＜ピアノ＞    カンガルー一家のピクニック／平吉 穀州 

 

４  ミラー優氣（渋沢小 ２年） 

＜ピアノ＞    古典形式によるソナチネⅠ、Ⅲ／ギロック        

  

５  上野 貴史（広畑小 ２年） 

＜ピアノ＞    ソナチネ No.6 ヘ長調 第 2 楽章／ベートーヴェン 

        

６  斉藤 優（堀川小 ４年） 

＜ピアノ＞    赤とんぼ変奏曲／三宅 榛名 

 

７  門田 美冴希（本町小 ５年） 

＜ピアノ＞    金曜日のソナチネ 第 1 楽章／湯山 昭 

 

８  成瀬 来美（北小 ５年） 

＜ピアノ＞    ワルツヘ長調 Op.34-3「華麗なる円舞曲」／ショパン 

          

９  田畑 知夏（末広小 ５年） 

＜ピアノ＞  波のアラベスク／三善 晃 

 

1０ 鈴木 莉央（末広小 ６年） 

   ＜ピアノ＞  ソナタ K.24 L.495／スカルラッティ 

 

1１ 榎本 彩希（大根中 １年） 

   ＜ピアノ＞    トロルドハウゲンの婚礼の日／グリーグ 

            

1２ 山本 咲樹（本町中 ２年） 

＜ピアノ＞    「幻想小曲集」より 飛翔 Op.12-2／シューマン 

 

1３ 柴田 朱理（東小 ５年） 高橋 あおい（北小 ５年） (伴奏) 宮内 未希 

＜重唱＞    スマイル アゲイン／中山 真理 

 

1４ 石塚 匡（緑野小 ３年）  

＜ピアノ＞    「ルーマニア民族舞曲」より 1.棒踊り 3.足踏み踊り 5.ルーマニアのポルカ  

6.速くて細かいステップの踊り／バルトーク 

 

 

1５ 播馬 琴羽（南小 ５年） 

＜ピアノ＞  山の小人のセレナーデ／カスキ 



       夢／カスキ 

 

１６ 成瀬 未涼（北小 ６年） 

＜ピアノ＞    ワルツ／デュラン 

 

１７ 三橋 杏花里（南が丘小 6 年） 

＜ピアノ＞    ロンド ニ長調／モーツァルト 

 

１８ 岸本 碧（北小 ６年） 

＜ピアノ＞    ワルツ エチュード／ギロック 

 

１９ 田中 愛里（本町中 ２年） 

     ＜ピアノ＞    シャブリエ風に／ラヴェル 

ソナタ ハ短調 Hob.XVI:20 第 1 楽章／ハイドン 

２０ 横山 昂二朗（旭小 ６年） 横山 赳朗（旭小 ４年） (伴奏) 横山 香苗 

＜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 第 1 楽章 

／ヴィヴァルディ 

 

２１ 近藤 充姫（井ノ口小 ５年） 

＜ピアノ＞  ワルツ 変ニ長調 Op.64-1「小犬のワルツ」／ショパン 

 

２２ 村上 優奈（南が丘小 ５年） 

     ＜ピアノ＞    ゴリウォーグのケーク・ウォーク／ドビュッシー 

 

２３ 高木 紀実（末広小 ６年）  

＜ピアノ＞    ロマンティックなワルツ／セヴラック 

 

２４ 中尾 魁（比々多小 ６年） 

＜ピアノ＞  「つかの間の幻影」Op.22 より Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、XIV／プロコフィエフ 

 

２５ 笛木 雄大（長沢中 ２年） 

     ＜ピアノ＞    ワルツ ホ短調（遺作）／ショパン 

 

２６ 大木 千歌音（東中 ２年）  

＜ピアノ＞   「ベルガマスク組曲」より１.プレリュード／ドビュッシー 

 

２７ 藤田 佳奈（平塚江南高 ２年）  

     ＜ピアノ＞  バラード 第 2 番（一部省略）／ショパン 

          

 

２８ 田口 竜平（本町中 ３年） 庭山 真有（本町中 ３年） 渡辺 鼓（本町中 ３年） 

    秋谷 朝菜（本町中 ２年）  

   ＜重奏 サックス＞  チャール・ダーシュ／モンティ 

 

２９ 立山 りん（西小 ５年） 岩本 真菜（渋沢小 ５年）  

    ＜重奏 ピアノ・電子オルガン＞  情熱大陸＆嵐／葉加瀬 太郎 他 

 

 

～第３部～ 

１  重田 理央（西小 １年）  



     ＜ピアノ＞  がちょうの行進曲 

         「四つの気分」より 静かな秋の夜の気分です／兼田 敏 
 

2  関 衣澄（鶴巻小 １年） 

   ＜ピアノ＞  おやつのじかん／湯山 昭 

          まっすぐに、ひこうき雲／池辺 晋一郎 

 

3  重田 憲吾（西小 4 年） 

   ＜ピアノ＞  ６つの小プレリュード第 1 番ハ長調 BWV933／バッハ 

          ミュゼット BWV Anh.126／バッハ 

          

４  池谷 麻那（足柄小 ４年）  

   ＜ピアノ＞  秋の光に落葉が舞って／平吉 穀州 

          

５  飯田 碧（西小 ５年） 

   ＜ピアノ＞  鬼あられ 

          バウムクーヘン／湯山 昭 

 

６  大瀧 まどか（南中 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ワルツ第 14 番 ホ短調（遺作）／ショパン 

 

７  境野 渓（東小 ５年） (伴奏) 境野 陽菜   

＜声楽＞    この星に生まれて／杉本 竜一  鹿谷 美緒子（編曲） 

 

８  多田 衣織（南小 ２年）   

   ＜ピアノ＞  ポロネーズ 変イ長調／ショパン          

 

９  多田 早織（南小 ２年）  

   ＜ピアノ＞  スティリアの女／ブルグミュラー 

カドリーユ／マリア・シマノフスカ 

 

１０ 鵜飼 眞琴（南が丘小 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ソナチネ Op.36-1 第 1，3 楽章／クレメンティ 

          

１１ 大瀧 ミチル（南小 ４年） 

   ＜ピアノ＞  かっこう／ダカン 

          小さな子守歌 Op.124-6／シューマン 

 

１２ 髙橋 大地（広畑小 ６年） 

   ＜ピアノ＞   ソルフェージェット／C.Ph.E.バッハ 

          ソナタ ハ長調 Hob.XVI-35 終楽章／ハイドン 

          ブランコに乗った豹／ハチャトゥリアン 

 

１３ 重田 翔吾（西小 ６年）  

   ＜ピアノ＞  ワルツ 変ト長調 Op.70-1／ショパン 

 

１４ 加藤 あやな（南中 １年） 

   ＜ピアノ＞  紡ぎ歌／メンデルスゾーン 

 

１５ 関 春菜（鶴巻中 １年） 

   ＜ピアノ＞  ひばり／バラキレフ 

          



１６ 宮田 しずか（城山中 ２年） (伴奏) 樋口 舞  

   ＜ヴァイオリン＞  シャコンヌ／ヴィタリー 

 

１７ 皆本 亜緒宙（大井小 ４年）   

   ＜ピアノ＞  ルーマニア民俗舞曲／バルトーク 

                 

１８ 平井 紗世（大根小 ６年） 

   ＜ピアノ＞  「森の情景」Op.82 より １．森の入り口３．寂しい花／シューマン 

 

１９ 本多 花乃音（松田小 ６年） 

   ＜ピアノ＞  即興曲 第 1 番 Op.29／ショパン 

 

２０ 上中 理央奈（渋沢中 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ソナタ 第 14 番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」第 3 楽章／ベートーヴェン 

 

２１ 池谷 悠那（白山中 ２年） 

   ＜ピアノ＞  ソナチネ 第 3 楽章／ラヴェル 

 

２２ 尾澤 沙緒里（厚木東高 ３年） 

   ＜ピアノ＞  平均律 2 巻 第 6 番 ニ短調／バッハ 

          エチュード Op.10-5 黒鍵／ショパン 

 

２３ Percussion Trio MJH  

松田 樹里香（渋沢中 ２年） 榊原 真菜（渋沢中 ２年） 篠崎 日向子（渋沢中 ２年） 

＜重奏 Vibraphone・Marimba・Tom・Bongo・Triangle＞   

夢幻／石毛 里佳 

 

２４ 熊澤 結衣（広畑小 ４年）       

   ＜電子オルガン＞  映画「道」より／ニーノ・ロータ 

 

２５ 古屋 綾乃（西中 ２年）        

   ＜電子オルガン＞  ワールド イズ マイン／ryo  原田 昭宏（編曲） 

 

２６ 秦野観光和太鼓 

  相原 綾乃（法政大 ３年） 天羽 真紀（一般） 本田 美夕紀（一般） 

  吉次 怜音（相模向陽館高 ２年） 鈴木 輝（西中 ２年） 川野 姫佳（西中 ２年） 

  松野 瑛南（西中 ２年） 西場 綾香（鶴巻中 ２年） 大村 佳央（堀川小 ５年） 

  吉村 隼大（北小 ６年） 前原 優貴（西小 ３年） 川口 大輔（南中 １年） 

  関口 一暉（伊志田高 ２年） 

   ＜合奏 和太鼓＞  稜線／加藤 修             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  


