第３２回秦野青少年音楽祭プログラム
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-出 演 者 演 奏 ～第１部～

10：00 開演

１

キッズ＆チャイム
柴山 萌花 （北中 １年） 飯野 太翔 （西中 １年） 飯野 煌大 （西小 ５年）
加藤 優芽 （南小 ４年） 柴山 桜空 （北小 ４年） 高橋 愛美 （南が丘中 １年）
橋本 明歩 （本町中 １年） 廣瀬 綾乃 （南小 ４年） 三嶽 愛佳 （北小 ６年）
＜合奏 トーンチャイム＞ 千本桜／黒うさ
365 日の紙飛行機／角野 寿和

２

イチジクチビッコヴァイオリン合奏団
原 玲那 （広畑小 ２年） 楠本 理子 （比々多小 ６年） 楠本 理久 （比々多小 ３年）
田 ななみ （花水小 ２年） 鈴木 瑛仁 （下中小 1 年） 渡邉 華子 (金目小 ５年）
皆川 莉穂（柏ヶ谷小 ２年） 深谷 柚羽（北小 １年） 高橋 佑佳（相模女子大付属小 ３年）
加藤 貴也 （南小 ５年）
（指揮）小田 幸子
（伴奏）岩元 志真
（ヴァイオリンオブリガート） 原
田 あいみ
＜合奏 ヴァイオリン＞ ロングロングアゴー変奏曲／ベーリー
作曲
鷲見 五郎 編曲

３

渡辺 悠太郎 （桐朋小 １年）
＜ピアノ＞ タランテラ／ブルグミュラー

４

渡邉 樹 （西小 １年）
＜ピアノ＞ エチュード／ハチャトゥリャン

５

鵜飼 剛志 （南が丘小 ３年）
＜ピアノ＞ ファンタジア ハ長調／ヘンデル

６

内尾 心椛 （北小 4 年）
＜ピアノ＞ 星の噴水／湯山

昭

７

深瀬 茉央 （渋沢小 4 年）
＜ピアノ＞ ワルツ エチュード／ギロック

８

藤原 寧々 （渋沢小 ５年） （伴奏）鵜飼 眞琴
＜声楽＞ 君と歌おう／石井 亨 作詞、作曲

９

加藤 優芽 （南小 4 年）
＜ピアノ＞ バウムクーヘン／湯山

昭

１

１０

１１

１２

１３

赤坂 星奈 （北小 ５年）
＜ピアノ＞ バード・ウォッチング／信長

貴富

長谷部 真央 （大根小 ５年）
＜ピアノ＞ エチュード・アレグロ／中田

喜直

軍司 陽花 （南が丘小 ５年）
＜ピアノ＞ 赤とんぼ変奏曲／三宅

宮城 怜奈 （南が丘小 ５年）
＜ピアノ＞ ソナタ ハ長調

榛名

KV330

第１楽章／モーツァルト

１４

鈴木 花梨 （大根小 ５年）
＜ピアノ＞ アラベスク 第１番／ドビュッシー

１５

関 衣澄 （鶴巻小 ５年）
＜ピアノ＞ 「組曲 Op.14」より

第１曲、第２曲／バルトーク

１６

古住 奏 （鶴巻中 １年） （伴奏）岩元 志真
＜ヴァイオリン＞ ソナタ ニ長調 第３楽章、第４楽章／ルクレール

１７

高橋 ひかり （渋沢小 ６年）
＜ピアノ＞ 波のアラベスク／三善

１８

玉井 小雪 （渋沢小 ６年）
＜ピアノ＞ ソナタ ニ長調

晃

Hob.XVI-37

第３楽章／ハイドン

１９

宮澤 光流 （西小 ６年）
＜ピアノ＞ ゴリウォーグのケーク・ウォーク／ドビュッシー

２０

鵜飼 眞琴 （南が丘小 ６年）
＜ピアノ＞ イタリア協奏曲

２１

２２

田畑 南美 （本町中 １年）
＜ピアノ＞ サファイア／斎藤

聖晴 （大根中 １年）
＜ピアノ＞ ソナタ 第８番

第１楽章／J.S.バッハ

高順

ハ短調

Op.13
２

「悲愴」

第３楽章／ベートーヴェン

２３

北原 香菜 （北中 １年）
＜ピアノ＞ アベッグ変奏曲ヘ長調（抜粋）／シューマン

２４

柏 翔菜 （南中 １年） 柏 遥稀 （南小 ５年）
＜ピアノ連弾＞ 「小組曲」より バレエ／ドビュッシー

２５

関 春菜 （厚木高 ２年）
＜ピアノ＞ 亡き王女のためのパヴァーヌ／ラヴェル

２６

井上 和奏 （上小 ２年）
＜電子オルガン＞ 大江戸捜査網テーマ／玉木

宏樹

２７

山口 文嘉 （鶴巻小 ２年）
＜電子オルガン＞ ハリウッド万歳／リチャード・A・ホワイティング

２８

益崎 将吾 （末広小 ３年）
＜電子オルガン＞ 組曲｢くるみ割り人形｣より

２９

花のワルツ／チャイコフスキー

飯野 太翔 （西中 １年）
＜電子オルガン＞ 天地人～オープニングテーマ／大島
鷹野

３０

柴山 萌花 （北中 １年）
＜電子オルガン＞ カノンロック／パッヘルベル

３１

飯沼 里咲 （北中 １年）
＜電子オルガン＞ 「篤姫」メドレー
／吉俣 良

３２

３３

３４

松永 拓真 （渋沢中 ３年）
＜電子オルガン＞ Tokyo

ミチル
雅史

作曲
編曲

雲のみ行く～いとおし意～篤姫メインテーマ

Games／窪田

宏

大野 春香 （海老名高 １年）
＜電子オルガン＞ ネコふんじゃった Rock'n

古屋 綾乃 （立花学園高 ３年）
＜電子オルガン＞ ココロ／トラボルタ P
V.I.P／御恵 明希

３

Roll／水野

義子

編曲

～第２部～
１

12：４０開演予定

NPO 法人 和楽器の会・糸竹舎
古谷 穂乃香 （大根小 ５年） 江田 澪生 （西小 ６年） 江田
長野 萌花 （平塚中等教育 ２年） 草栁 颯希 （北中 １年）
（伴奏）山本 紗佑里・秋山 勢津子
＜重奏 箏＞ かっこう／佐藤 義久

拓生 （西小 ３年）

２

北山 凛 （東小 ５年） 中山 心暖 （東小 ５年） 嶋本 遥 （東小 ５年）
（伴奏）実近 房枝・内山 桃子
＜重奏 マリンバ＞ さんぽ／久石 譲
ハイホー／F.チャーチル
ミッキーマウスマーチ／ジミー・ドッド

３

山﨑 彩太 （しぶさわこども園 年長）
＜ピアノ＞ おつきさまのはなし
ママのだいどころ／轟 千尋

４

清水 愛莉 （こひつじ保育園 年長）
＜ピアノ＞「バロックスタイルによる小組曲」より

プレリュード
陽気なマーチ／ギロック

５

琴 娟優 （堀川小 ２年）
＜ピアノ＞ ポロネーズ／J.S.バッハ
貴婦人の乗馬／ブルグミュラー

６

肥田 華乃 （南が丘小 １年）
＜ピアノ＞ ソナチネ 第２楽章、第３楽章／ギロック

７

武藤 士桜 （吉沢小 １年）
＜ピアノ＞ いいことがありそう！／湯山

８

森 凪子 （鶴巻小 ２年）
＜ピアノ＞ 星の下の子守唄
水晶の籠／イベール

９

山本 大誠 （南小 ３年）
＜ピアノ＞ ソナチネ Op.13-1

昭

第１楽章／カバレフスキー

４

１０

武藤 朱璃 （吉沢小 ３年）
＜ピアノ＞ 雨の日のふんすい／ギロック

１１

海野 愛紗美 （南小 ３年）
＜ピアノ＞ 波のアラベスク／三善

晃

１２

清水 優香 （渋沢小 ４年）
＜ピアノ＞ ロッシーニの主題による変奏曲／クーラウ

１３

飯島 百音 （堀川小 ５年）
＜ピアノ＞ ロマンティックなワルツ／セヴラック

１４

藤村 圭樹 （湘南学園小 ５年） （伴奏）久光 夕子
＜チェロ＞ アレグロ・アパショナート ロ短調 作品 43／サン＝サーンス

１５

原 一貴 （広畑小 ５年）
＜ピアノ＞ ソナチネ Op.55-3

第１楽章／クーラウ

１６

長沢 美邑 （南が丘小 ５年）
＜ピアノ＞ ポロネーズ ト短調 遺作／ショパン
波のアラベスク／三善 晃

１７

南 十和子 （南小 ５年）
＜ピアノ＞ ソナタ 第２番

１８

１９

ハ長調

琴 善優 （堀川小 ５年）
＜ピアノ＞ ｢ベルガマスク組曲｣より

Hob.XVI-7

全楽章／ハイドン

月の光／ドビュッシー

平井 芙海 （大根小 ５年）
＜ピアノ＞ ｢２４のプレリュード」より

１９番、２１番、２４番／ショスタコーヴィチ

２０

石川 聖道 （足柄高 １年） （伴奏）実近 房枝
＜声楽＞ ヒロシマの有る国で／山本 さとし 作詞、作曲

２１

髙橋 萌恵夏 （南が丘小 ６年）
＜ピアノ＞ 「無言歌集」より

甘い思い出

５

Op.19-1／メンデルスゾーン

２２

岸本 歩 （北小 ６年）
＜ピアノ＞ 月うさぎ／中村

美穂子

２３

石川 祥子 （秦野総合高 ３年） （伴奏）実近 房枝
＜声楽＞ 「ミュージカル アニー」 より MAYBE／マーティン・チャーニン 作詞
チャールズ・ストラウス 作曲
MY FAVORITE THINGS／オスカー・ハマースタイン 作詞
リチャード・ロジャース
作曲

２４

村上 夏美 （南が丘小 ６年）
＜ピアノ＞ ソナタ 第１４番

Op.27-2

内海 珠里 （広畑小 ６年）
＜ピアノ＞ ワルツ 第１０番

ロ短調

２５

「月光」

第１楽章／ベートーヴェン

Op.69-2／ショパン

２６

大瀧 ミチル （平塚中等教育 ２年）
＜ピアノ＞ 飛翔 Op.12-2／シューマン

２７

播馬 琴羽 （南中 ３年）
＜ピアノ＞ アルベール・ルーセルの名によるトッカータ
廃墟を渡る風／イベール

２８

片桐 綾香（一般）
＜マリンバ＞ ガーナイア／マティアス・シュミット

２９

高橋 海斗 （本町中 ２年） 浦部 創造 （本町中 １年）
＜ピアノ連弾＞ 「４手のためのソナタ Op.6」より 第１楽章／ベートーヴェン

３０

堀切 彩愛 （厚木高 １年）
＜ピアノ＞ 「ウィーンの謝肉祭の道化

３１

３２

Op.26」より

Ⅴ.フィナーレ／シューマン

高橋 一成 （湘南高 ２年）
＜ピアノ＞ ラ・カンパネラ／リスト

秦野観光和太鼓
前原 希柚 （西小 ２年） 前原 駿貴 （西小 ４年） 前原 優貴 （西中 １年）
田中 羽月 （本町小 ３年） 田中 葵 （本町小 ５年） 田中 いお利 (本町小 ６年）
渡部 絢香 （南が丘小 ６年） 渡部 眞也 （南が丘 ４年） 本城 響 （南中 ２年）
川口 大輔 （秦野総合高 ２年）
＜合奏 和太鼓＞ 黎明／長谷川 義
山河／加藤 修
６

-表彰状授与式１

主催者あいさつ

２

出演者代表表彰状授与

３

楽友協会会長あいさつ

４

各出演者表彰状授与

７

主催

秦野市長

古谷

義幸

主管

秦野市楽友協会

会長

府川

京子

