
--PPRROOGGRRAAMM-- 

～第１部～ 

１  秦野総合高校 箏曲部 

   草山 昌美（秦野総合高 ３年） 上田 実咲（秦野総合高 ３年） 

中島 ひとみ（秦野総合高 ２年） 勝俣 綾（秦野総合高 １年） 

松崎 里佳（秦野総合高 １年） 平山 寧々（秦野総合高 １年） 

山本 茉実（秦野総合高 １年） （伴奏）松村 雷山 

＜合奏 箏＞ さくら・２１／水野 利彦 

              

２  瀬戸 菜々美（開成小 ４年） 北山 凛（北小 ２年） （伴奏）実近 房枝 

   ＜重奏 マリンバ＞ ボヘミアの踊り／ドイツ・フォークダンス 

             おもちゃの行進曲／ストリーボック 

 

３  石川 祥子（南足柄中 ３年） （伴奏）実近 房枝 

   ＜声楽＞ 涙そうそう／ＢＥＧＩＮ 

 

４  内尾 心椛（北小 １年） 

＜ピアノ＞ ガラスのくつ／ギロック 

 

５  山口 颯夏（北小 ２年）    

＜ピアノ＞ ポップコーン／キャロリン・ミラー 

 

６  長沢 美邑（南が丘小 ２年） 

＜ピアノ＞ 踏まれた猫の逆襲 

      チューリップのラインダンス／平吉 毅州 

 

７  大原 唯楓（井ノ口小 ３年） 

＜ピアノ＞ ポロネーズ／シュモール 

 

８  和田 美咲（南が丘小 ４年） 

＜ピアノ＞ ポルカ Op.210-13／ケーラー 

      夏の夜のハバネラ／平吉 毅州 

                

９  中村 凜花（渋沢小 １年） （伴奏）中村 千代乃 

＜声楽＞ ドレミの歌／ロジャース 

 

１０ 松本 優菜（東小 ３年） 

＜ピアノ＞ 蝶々／ゲール 

 

１１ 佐野 響子（湘南白百合学園小 ４年） 

＜ピアノ＞ ワルツ変二長調 Op.64-1「小犬のワルツ」／ショパン 

 

１２ 吉川 貴信（南小 ５年） 

＜ピアノ＞ ワルツ／デュラン 

 

１３ 原田 実幸（渋沢小 ５年）  

＜ピアノ＞ バウムクーヘン／湯山 昭 

 

１４ 斉藤 優（堀川小 ５年） 

＜ピアノ＞ ロンド Op.51-No.1／ベートーヴェン 



１５ 三橋 杏花里（南が丘中 １年） 

＜ピアノ＞  「ベルガマスク組曲」より 月の光／ドビュッシー 

 

１６ 関 美祐（本町中 ２年） 

＜ピアノ＞ インテルメッツォ Op.118-2 イ長調／J.ブラームス 

 

１７ 麻野 祥一朗（自修館中等教育学校 ３年） 

＜ピアノ＞ ソナタ ハ短調「悲愴」Op.13 第２楽章／ベートーヴェン 

 

１８ イチジクヴァイオリン合奏団 

久保寺 裕進（鶴巻中 ２年） 大迫 勇輔（鶴巻中 ２年） 近藤 早弥（鶴巻中 ２年） 

横山 昂二朗（旭陵中 １年） 横山 赳朗（旭小 ５年） 沼田 海弥（鶴巻小 ５年） 

   鈴木 翔太（南小 ５年） 古住 奏（大根小 ４年） （伴奏）久保寺 美帆 

＜合奏 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 二短調 １楽章／ビバルディ 

 

１９ Bell pepper Five 

小泉 優汰（本町中 ３年） 奥津 夕衣（本町中 ３年） 崩岡 宇宙（本町中 ３年） 

中根 舞香（本町中 ２年） 平田 和音（本町中 ２年） 

＜重奏 トランペット・ユーフォニウム・チューバ・ホルン＞ 

ウエスタンファンファーレ／エリック・エワイゼン 

 

２０ 田中 瑚花（南が丘小 ３年） 

＜電子オルガン＞ ディズニーシー・シンフォニー／ブラッド・ケリー 他 

 

２１ 明瀬 怜奈（末広小 ３年） 

＜電子オルガン＞ ブラジル／アリ・バロッソ 

 

２２ 柴山 萌花（北小 ４年） 

＜電子オルガン＞ ディズニー・ドリームス・オン・パレード／スコット・エリクソン 

      

２３ 山口 七実（末広小 ５年） 

   ＜電子オルガン＞ ハルウタ／山下 穂尊 

               

２４ 岩本 真菜（渋沢小 ６年） 

＜電子オルガン＞ ミッション：インポッシブル／ラロ・シフリン 

 

２５ 渡辺 桃佳（渋沢小 ６年） 

＜電子オルガン＞ メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード／ドン・ドーシー 

 

２６ 大野 春香（北中 １年） 

＜電子オルガン＞ スモーカーからの脱出／ジェームス・ニュートン・ハワード 

 

２７ 田中 琴桃（南が丘中 １年） 

   ＜電子オルガン＞ 5000 Watt Power／窪田 宏 

 

２８ Prest=P:Joker 

   本名 紗梨（西中 ２年） 古屋 綾乃（西中 ３年） 菊地 星良（西中 １年） 

   ＜重奏 電子オルガン・ピアノ＞ 六兆年と一夜物語～千本桜／kemu＆黒うさ P 

 

 



～第２部～ 

１  キッズ＆チャイム 

大野 春香（北中 １年） 柴山 萌花（北小 ４年） 高橋 愛美(南が丘小 ４年） 

橋本 明歩（本町小 ４年） 高橋 凜（本町小 ３年） 田中 瑚花（南が丘小 ３年） 

高橋 桃果（南が丘小 ２年） 高橋 杏（本町小 ２年) 

＜合奏 トーンチャイム＞ 崖の上のポニョ／久石 譲 

             花は咲く／菅野 よう子 

 

２  本町 Sax パート 

   秋谷 朝菜（本町中 ３年） 小山 友里奈（本町中 ３年） 千村 萌（本町中 ３年） 

＜重奏 サックス＞ 情熱大陸／葉加瀬 太郎 

 

３  赤坂 星奈（北小 ２年） 

＜ピアノ＞ フラミンゴ ワルツ／G.オースティン 

 

４  重田 理央（西小 ２年） 

＜ピアノ＞ バウムクーヘン／湯山 昭 

  

５  小林 希美（本町小 ２年） 

＜ピアノ＞ 夏の夜のハバネラ／平吉 毅州 

        

６  森尾 瑞樹（南小 ２年） 

＜ピアノ＞ ソナチネ ハ長調 Op.20 No.1 第 1 楽章／クーラウ 

 

７  原 一貴（広畑小 ２年） 

＜ピアノ＞ 古典形式によるソナチネⅢ／ギロック 

 

８  塩川 陽菜（本町小 ３年） 

＜ピアノ＞ 風の即興曲／中田 喜直 

          

９  大竹 菜織美（渋沢小 ３年） 

＜ピアノ＞ 木かげのアリス 

      白うさぎを追って／木下 牧子 

 

１０ フォンターナキッズ 

柴田 朱理（東小 ６年） 境野 渓（東小 ６年） 高橋 あおい（北小 ６年） 

高橋 翔一（北小 ３年） 長澤 礼莉（北小 ３年） 眞喜志 悠乃（西秦野幼稚園 年長） 

柴田 早彩（西秦野幼稚園 年長） 高橋 七星（北幼稚園 年長） 

大橋 亮太（西秦野幼稚園 年長） 

   ＜合唱＞ 汽車ポッポ／本居 長世 

 

１１ 岸本 歩（北小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ 夜空の舞踏会／湯山 昭 

            

１２ 村上 夏美（南が丘小 ３年） 

＜ピアノ＞ ソナチネ 第１・３楽章／ギロック 

 

１３ 飯島 諒（堀川小 ４年） 

＜ピアノ＞ 「少年のためのアルバム」Op.68 より 

No.12「サンタクロースのお爺さん」 

「子供の情景」Op.15 より No.7「夢」    ／シューマン 



１４ 栗原 愛佳（南小 ５年） 

＜ピアノ＞ ワルツ イ短調 遺作／ショパン 

 

１５ 境野 渓（東小 ６年） （伴奏）黄塚 美穂 

＜声楽＞ 春の日の花と輝く／アイルランド民謡 

 

１６ 山本 実樹（末広小 ５年） 

＜ピアノ＞ ソナタ ハ短調「悲愴」 Op.13 第１楽章／ベートーヴェン 

 

１７ 村上 優奈（南が丘小 6 年） 

＜ピアノ＞ 〈赤とんぼ〉変奏曲／三宅 榛名 

 

１８ 村尾 幸太郎（北小 ６年） 

＜ピアノ＞ アラベスク 第１番／ドビュッシー 

 

１９ 三浦 笑美佳（上小 ６年） 高島 夕奈（上小 ６年） 

     ＜ピアノ連弾＞ ロシアの主題によるフーガ／アレンスキー 

 

２０ 髙橋 大地（大根中 １年） 

＜ピアノ＞ ソナタ ハ短調「悲愴」Op.13 第３楽章／ベートーヴェン 

 

２１ 大迫 勇輔（鶴巻中 ２年） 

＜ピアノ＞ 二つの演奏会用練習曲より「森のささやき」／リスト 

 

２２ 池谷 悠那（白山中 ３年） 

     ＜ピアノ＞ ２つのノクターン Op.27-1／ショパン 

 

２３ 須賀井 葵（末広小 ６年） 植草 あずさ（杉久保小 ６年） 

＜ピアノ連弾＞ ソナタ ハ長調 KV.521／モーツァルト 

 

２４ 平井 紗世（大根中 １年） 

＜ピアノ＞ ナポリより 第３曲 イタリアのカプリス／プーランク 

 

２５ 山本 咲樹（本町中 ３年） 

     ＜ピアノ＞ エチュード Op.10-5「黒鍵」 

Op.10-12「革命」／ショパン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～第３部～ 

１  ティンカーベル 

吉冨 瑠菜（秦野総合高 ２年） 浜野 薫（北中 ２年） 弘川 伊織（西中 １年） 

高橋 里沙（西中 １年） 菅沼 月（西小 ６年） 高橋 菜奈（西小 ６年） 

浜野 礼（北小 ５年） （伴奏）飯塚 興子 

     ＜合奏 ミュージックベル＞ 愛のあいさつ／エルガー 

アラゴネーゼ「カルメン」より／ビゼー 
 

２  橋口 葉（みどりこども園 年長） 

   ＜ピアノ＞ ネコとネズミ／キャロリン・ミラー 

 

３  眞喜志 悠乃（西秦野幼稚園 年長） 

   ＜ピアノ＞ ソナチネ No.5 Romanze／ベートーヴェン 

          

４  鵜飼 剛志（二宮育美幼稚園 年長） 

   ＜ピアノ＞ クラシックカーニバルの舞踏会／ギロック 

          

５  鈴木 麻由（南小 ２年） （伴奏）鈴木 寛子 

   ＜ヴァイオリン＞ ソナタ第４番 二長調 第２楽章／ヘンデル 

 

６  関 衣澄（鶴巻小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ ささぶねの航海 

はつかねずみの運動会／平吉 毅州 

 

７  鈴木 花梨（大根小 ２年） 

＜ピアノ＞ 小さな黒人／ドビュッシー 

 

８  高橋 萌恵夏（南が丘小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ バウムクーヘン／湯山 昭 

 

９  髙田 愛佳（末広小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ パイジェッロの歌劇「水車小屋の娘」より ６つの変奏曲／ベートーヴェン 

 

１０ 高橋 あゆみ（大根中 ２年） 榎本 彩希（大根中 ２年） 

   ＜ピアノ連弾＞  ピアノ連弾のための組曲「五つの風景」 

   １.陽だまりの中で ２.山のざわめき／篠原 真 

 

１１ 大瀧 ミチル（南小 ５年） 

   ＜ピアノ＞ ソナタ 第８番 イ短調 KV.310 第１楽章／モーツァルト 

 

１２ 江崎 侑美（南小 ５年） 

   ＜ピアノ＞ ワルツ 第１番 変ホ長調 Op.18「華麗なる大円舞曲」／ショパン 

 

１３ 加藤 あやな（南中 ２年）  

   ＜ピアノ＞ 「ピアノのために」より プレリュード／ドビュッシー 

 

１４ 高橋 一成（渋沢中 ２年） 

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

 

１５ 大瀧 まどか（南中 ３年） 

   ＜ピアノ＞ 幻想 即興曲 Op.66／ショパン 



１６ 大木 千歌音（東中 ３年） 

   ＜ピアノ＞ ピアノ ソナタ イ長調 D.664 第３楽章／シューベルト 

 

１７ 相原 祐美（秦野総合高 ３年） （伴奏）高田 佳織 

   ＜声楽＞ 野ばら／シューベルト 

                 

１８ 関 春菜（鶴巻中 ２年） 

   ＜ピアノ＞ ２つの演奏会用練習曲より 「こびとの踊り」／リスト 

 

１９ 本多 由佳（秦野高 ２年） 

   ＜ピアノ＞ ワルツ ヘ長調 Op.34-3／ショパン 

 

２０ 佐々木 明日香（東海大学 ２年） （伴奏）高田 佳織 

   ＜声楽＞ どうか吹いておくれ／ドナウディ 

 

２１ 秦野観光和太鼓 

前原 駿貴（西小 １年） 川口 大輔（南中 ２年） 三浦 和馬（西中 １年） 

大村 佳央（堀川小 ６年） 吉村 隼大（北小 ６年） 鈴木 凜（上小 ５年） 

瀬戸 菜々美（開成小 ４年） 前原 優貴（西小 ４年） 

   ＜合奏 和太鼓＞ 明眸／小口 大八 

            山河／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 

 

  


