第３３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～
１

10：00 開演

プチどんぐり
斉藤 愛依（渋沢小 ４年） 鈴木 優月（渋沢小 ４年）
西村 花 （渋沢小 ６年） 鈴木 月羽（渋沢小 ６年）
岡崎 陽向（渋沢小 ６年） 内海 珠里（大根中 １年）
（伴奏） 岩元 志真
＜合唱＞ 気球にのってどこまでも／ 東 龍男 作詞
平吉 毅州 作曲

経塚
入江

麻緒（渋沢小
春那（渋沢小

６年）
６年）

２

イチジクチビッコヴァイオリン合奏団
鈴木 瑛仁（下中小 ２年）
原 玲那（広畑小 ３年）
角田 ななみ（花水小 ３年）
皆川 莉穂（柏ヶ谷小 ３年） 高橋 佑佳（相模女子大付属小 ４年）
加藤 貴也（南小 ６年）
渡邉 華子（金目小 ６年） 古住 奏（鶴巻中 ２年）
髙倉 理紗子（湘南白百合学園中 ３年）
（伴奏）岩元 志真
＜合奏 ヴァイオリン＞ ソナタ／タルティーニ

３

金田 美空（南小 １年）
＜ピアノ＞ 木かげのアリス
白うさぎを追って／木下

４

５

武藤 士桜（吉沢小 ２年）
＜ピアノ＞ 波のアラベスク／三善

牧子

晃

加藤 春樹（西小 ３年）
＜ピアノ＞ チューリップのラインダンス／平吉

６

芹澤 優香 （北小 ３年）
＜ピアノ＞ 清い流れ
スティリアの女／ブルグミュラー

７

長沢 芽奈（南が丘小 ３年）
＜ピアノ＞ フラメンコ／ギロック
いいことがありそう！／湯山

８

昭

横尾 友菜（本町小 ３年）
＜ピアノ＞ 蝶々／ゲール

１

毅州

９

髙橋 陽翔（広畑小 ３年）
＜ピアノ＞ 鬼あられ
バウムクーヘン／湯山

昭

１０

高田 怜（東小 ３年） （伴奏）鬼頭
＜ヴァイオリン＞ ガボット／ゴセック
ブーレ／ヘンデル

１１

武藤 朱璃（吉沢小 ４年）
＜ピアノ＞ アジタート
ゴンドラの船頭歌／ブルグミュラー

１２

安食 慶優（北小 ４年）
＜ピアノ＞ ソナタ ト長調

１３

Op.49-２

山本 大誠（南小 ４年）
＜ピアノ＞ ソナチネ Op.13-１

聖子

第１楽章／ベートーヴェン

第３楽章／カバレフスキー

１４

深瀬 茉央（渋沢小 ５年） （伴奏）鵜飼 眞琴
＜声 楽＞ トゥモロー／マーティン・チャーニン 作詞
チャールズ・ストラウス 作曲

１５

春日 心結（南が丘小 ５年）矢野 碧衣（南小 ４年）
＜ピアノ連弾＞ ３つのコントルダンス 第１曲 第２曲 第３曲／ベートーヴェン

１６

赤坂 星奈（北小 ６年）
＜ピアノ＞ スターライト・ワルツ／ギロック

１７

関 衣澄（鶴巻小 ６年）
＜ピアノ＞ インヴェンション

第 12 番
第 14 番

イ長調
変ロ長調／J.S.バッハ

１８

長沢 美邑（南が丘小 ６年）
＜ピアノ＞ アラベスク第１番／ドビュッシー

１９

古住 奏（鶴巻中 ２年） （伴奏）岩元 志真
＜ヴァイオリン＞ ヴァイオリンコンチェルト 二長調

２

第２楽章／チャイコフスキー

２０

長谷部 真央（大根小 ６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

２１

北原 香菜（北中 ２年）
＜ピアノ＞ エチュード Op.25-１
Op.10-５

「エオリアンハープ」
「黒鍵」／ショパン

２２

伊藤 和奏（弥栄高 ３年） （伴奏）中山
＜声 楽＞
すみれ／スカルラッティ
私のお父様／プッチーニ

２３

山口 文嘉（鶴巻小 ３年）
＜電子オルガン＞ ダッタン人の踊り～エレクトロ・バージョン～／ボロディン

２４

井上 和奏（上小 ３年）
＜電子オルガン＞ ドンパン節／秋田県民謡

２５

杉本 碧泉（東中 ２年）
＜電子オルガン＞ THEME FROM LUPIN Ⅲ'80／大野

２６

２７

２８

柴山 萌花（北中 ２年）
＜電子オルガン＞ 宇宙戦艦ヤマト／宮川

七海

雄二

泰

飯野 太翔（西中 ２年）
＜電子オルガン＞ FLY HIGH（Symphonic ver.）／安藤

佐々木 美宇（小田原高 ２年）
＜電子オルガン＞ 「美女と野獣」より

禎央

TRANSFORMATION／アラン・メンケン

２９

大野 春香（海老名高 ２年）
＜電子オルガン＞ SPAIN（熱帯 JAZZ 楽団）／チック・コリア

３０

塚田 紫月（弥栄高 ２年）
＜電子オルガン＞ Sunny ／安藤

３１

禎央

古屋 綾乃（一般）
＜電子オルガン＞ ジャック・スパロウ／ハンス・ジマー

３

～第２部～
１

NPO 法人 和楽器の会・糸竹舎
江田 拓生（西小 ４年） 古谷
江田 澪生（西中 １年） 長野

1３：００開演予定

優香（大根小 ５年） 古谷
萌花（平塚中等 ３年）

穂乃香（大根小

（伴奏）

第 二 筝
根岸 英利
十 七 絃
アルトリコーダー
伊藤 由利子
ソプラノリコーダー
＜邦楽重奏 筝＞ いつかどこかで／佐藤 義久

２

キッズ＆チャイム
橋爪 寿那（北小 ２年） 廣瀬 綾乃（南小 ５年）
加藤 優芽（南小 ５年） 柴山 桜空（北小 ５年）
飯野 太翔（西中 ２年） 柴山 萌花（北中 ２年）
＜合奏 トーンチャイム＞ ふるさと／youth case
五木の子守唄／熊本県民謡

３

渡邉 ひより（西幼稚園 年長）
＜ピアノ＞ フランス人形／ギロック

４

山口 穂乃花（みどりこども園 年少） （伴奏）山口
＜ヴァイオリン＞ ユーモレスク／ドヴォルザーク

５

山﨑 彩太（渋沢小 １年）
＜ピアノ＞ 小組曲 ト短調より

第２曲
第３曲

深瀬 明花（渋沢小 １年）
＜ピアノ＞ お人形の夢と目覚め／オースティン

７

岩本 花凜（鶴巻小 ２年）
＜ピアノ＞ 水売り女／イベール

８

渡邉 樹（西小 ２年）
＜ピアノ＞ タランテラ／モシュコフスキー

９

内尾 虹太（北小 ３年）
＜ピアノ＞ ハロウィンのいたずら／轟

千尋

佐野 杏（末広小 ３年）
＜ピアノ＞ ないしょ話／ブルグミュラー
スケルツォ／金井 秋彦
４

紗佑里
里子

竜太郎（南小 ５年）
煌大（西小 ６年）
愛美（南が丘中 ２年）

美穂

踊りの先生
皇族プリンセス／ギロック

６

１０

廣瀬
飯野
高橋

山本
渡辺

６年）

１１

諏訪部 航一（鶴巻小 ３年）
＜ピアノ＞ ソナチネ Op.55-３ 第１楽章／クーラウ
「音の旅」より 飛行機の旅／野平 一郎

１２

岩田 乃愛（堀川小 ３年）
＜ピアノ＞ ウィンナーワルツ／ギロック
いいことがありそう！／湯山 昭

１３

深澤 由瑞（上大井小 ３年）
＜ピアノ＞ ソナチネ Op.13-１

１４

１５

森 凪子（鶴巻小 ３年）
＜ピアノ＞ 叙情小曲集より

第１楽章／カバレフスキー

蝶 々
パック

Op.43-１
Op.71-３／グリーグ

海野 愛紗美（南小 ４年）
＜ピアノ＞ 変奏的練習曲（一部省略）／中田

喜直

１６

鵜飼 剛志（南が丘小 ４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

１７

内尾 心椛（北小 ５年）
＜ピアノ＞ フォーノーツ・トッカータ／後藤

１８

１９

大瀧 睦（南小 ５年）
＜ピアノ＞ 波のアラベスク／三善

加藤 優芽（南小 ５年）
＜ピアノ＞ ロンド ニ長調

ミカ

晃

KV485／モーツァルト

２０

栗飯原 初姫（本町小 ５年）
＜ピアノ＞ 水晶の籠
水売り女／イベール

２１

清水 優香 （渋沢小 ５年）
＜ピアノ＞ 叙情小曲集より トロルドハウゲンの婚礼の日 Op.65-６（一部省略）／グリーグ

５

２２

廣瀬 綾乃（南小 ５年）
＜ピアノ＞ オリエンタール／アルベニス

２３

南 十和子（南小 ６年）
＜ピアノ＞ 風の精／福島 道子

２４

軍司 陽花（南が丘小 ６年）
＜ピアノ＞ ワルツ ロ短調 Op.69-２／ショパン

２５

鈴木 花梨（大根小 ６年）
＜ピアノ＞ 「ホルベアの時代から」

２６

Op.40

平井 芙海（大根小 ６年）
＜ピアノ＞ 「つかの間の幻影」Op.22 より

２７

石川 聖道（足柄高 ２年） （伴奏）実近
＜声 楽＞ ホーム／多胡 邦夫 作詞作曲

２８

内海 珠里（大根中 １年）
＜ピアノ＞ ソナタ ハ長調 KV330

２９

３０

前奏曲／グリーグ

３番

５番

８番

房枝

第１楽章／モーツァルト

鵜飼 眞琴（南が丘中 １年）
＜ピアノ＞ ロンドカプリチオーソ

Op.14／メンデルスゾーン

多田 早織（南中 １年）
＜ピアノ＞ ソナタ第２番 ニ短調

Op.14

第４楽章／プロコフィエフ

３１

石川 祥子（一般） （伴奏）実近 房枝
＜声 楽＞ 「ポカホンタス」より カラー・オブ・ザ・ウインド
／ステファン・シュワルツ 作詞
アラン・メンケン 作曲

３２

田畑 南美（本町中 ２年）
＜ピアノ＞ アラベスク第１番／ドビュッシー

３３

大瀧 ミチル（平塚中等 ３年）
＜ピアノ＞ プレリュード ト短調

３４

１４番／プロコフィエフ

Op.23-５／ラフマニノフ

堀切 彩愛（厚木高 ２年）
＜ピアノ＞ タランテラ Op.43／ショパン
６

３５

３６

片桐 綾香（一般）
＜マリンバ＞ ４つのローテーションより

ローテーション２／エリック・サミュ

秦野観光和太鼓
田中 羽月（本町小 ４年） 前原 駿貴（西小
田中
葵 （本町小 ６年） 宍戸 結香（南中
＜邦楽重奏 和太鼓＞ 山河／加藤 修

７

５年）
１年）

渡部
田中

眞也（南が丘小
いお利（本町中

５年）
１年）

-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

８

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

