
--出出演演者者演演奏奏--  

～第１部～ 

１  キッズ＆チャイム 

   柴山 萌花（北中 ３年） 飯野 太翔（西中 ３年） 飯野 煌大（西中 １年） 

藤川 悠里 （北中 １年） 廣瀬 綾乃（南小 ６年） 加藤 優芽（南小 ６年） 

橋爪 寿那（北小 ３年） 

＜合奏＞ ルパン三世／大野雄二 

天空の城ラピュタより 「君をのせて」／久石譲 

 

２  イチジクチビッコヴァイオリン合奏団 

渡辺 悠太郎（桐朋小 ３年） 加藤 佑惟（東小 ２年） 角田 ななみ（花水小 ４年） 

高橋 佑佳（相模女子大付属小 ５年） 

（伴奏）渡辺 ふみえ 

   ＜重奏＞ ロング・ロング・アゴー変奏曲／鷲見五郎 編曲 

 

３  加藤 優芽（南小 ６年） 

   ＜ピアノ＞ 即興曲 第 1 番 変イ長調 Op.29／ショパン 

 

４  西野 心（南小 １年） 

   ＜ピアノ＞ 骸骨達の陽気な行進 

         赤い月とこびとの踊り／平吉毅州 

 

５    安井 仁胡（末広小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ 「無言歌集」より 信頼 Op.19-４／メンデルスゾーン 

 

６    杉崎 眞緒（末広小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ バラード 

 アヴェ・マリア／ブルグミュラー 

 

７    山﨑 彩太（渋沢小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ マズルカ／チャイコフスキー 

         道化師／ガバレフスキー 

 

 

 

１ 

10：00 開演 

 



８    市川 結萌（西小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ おおぐま こぐま／田中カレン 

 

９    田村 優衣（東富水小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ 雨の日のふんすい 

         手品師／ギロック 

 

１０ 荒井 大河（三の丸小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ ソナチネ Op.13 第３楽章／カバレフスキー 

 

１１ 諏訪部 航一（鶴巻小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ ゴリウォーグのケークウォーク／ドビュッシー 

 

１２ 加藤 春樹（西小 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 

 

１３ 廣瀬 綾乃（南小 ６年） 

   ＜ピアノ＞ ソナチネ第３楽章／ラヴェル 

 

１４ 高田 怜（東小 ４年） （伴奏）鬼頭 聖子 

＜ヴァイオリン＞ メヌエット／J.S.バッハ 

 

１５ コーロ・アンジェリ秦野 

   飯田 和花（南小 ５年）  江上 こころ（南小 ２年） 内藤 莉楽（南小 １年） 

   村上 智咲（本町小 ３年） 村上 琹理（本町小 ２年） 

   （指揮）平田 香代子 

   （伴奏）八巻 直子 

   ＜重唱＞ 小さな勇気／栂野知子 

 

１６ Lala infinity 

   菊池 星良（大井高 ３年） 工藤 優依（西中 ２年） 

   古屋 綾乃（専門学校 ２年） 山口 凜果（末広小 ５年） 

   杉本 碧泉（東中 ３年）  柳生 明日夏（西中 ２年） 

   ＜合奏＞ Paradise has no border／NARGO 

 

 

２ 



１７ SAKURA ぐみ 

   林 風華（西小 ６年）  岩本 理菜（渋沢小 ５年）永石 羚愛（西小 ３年） 

   永石 瑠南（西小 ３年） 池江 陽香（西小 ５年） 津久井 唯菜（西小 ５年） 

   三澤 彩乃（西小 ５年） 山村 つづみ（西小 ３年）高木 ゆうり（西小 ３年） 

   戸塚 麻緒（南小 ４年） 下吉 李奈（南小 １年） 

   ＜合奏＞ ディズニーランドは大騒ぎ ハロウィンが、やってきた／バディー・ベイカー他 

 

１８ 古屋 綾乃（専門学校 ２年） 

   ＜電子オルガン＞ 美女と野獣メドレー／アラン・メンケン 

 

１９ 大野 春香（海老名高 ３年） 

   ＜電子オルガン＞ 5000 Watt Power／窪田宏 

 

２０ 山本 桜綺（南が丘小 ６年） 

   ＜電子オルガン＞ Ａ列車で行こう／Ｂ.ストレイホーン 

 

２１ 武富 理緒（東小 ３年） 

   ＜電子オルガン＞ すてきなホリデイ／竹内まりや 

 

２２ 山口 文嘉（鶴巻小 ４年） 

   ＜電子オルガン＞ スペイン階段の誘惑／小林靖宏 

 

２３ 井上 和奏（上小 ４年） 

   ＜電子オルガン＞ 交響詩「希望」Symphonic Poem ”Hope”より 

            メドレー／葉加瀬太郎  

鳥山雄司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



～第２部～ 

 

１  プチどんぐり 

清水 優香（渋沢小 ６年） 清水 愛莉（渋沢小 ２年） 村上 姫乃（渋沢小 ５年） 

経塚 要陽（渋沢小 １年） 桃崎 琴音（渋沢小 ３年） 桃崎 結那（渋沢小 １年） 

青島 己美（渋沢小 ６年） 天野 千優（渋沢小 ６年） ミラー 最愛（渋沢小 ５年） 

   （伴奏）岩元 志真 

   ＜合唱＞ エーデルワイス／オスカー・ハマースタイン 作詞 

                リチャード・ロジャーズ 作曲 

 

２  春日 心結（南が丘小 ６年） 矢野 碧衣（南小 ５年） 

   ＜ピアノ連弾＞ 夏の想い出 

           ファンダンゴ／ラーニング・トゥ・プレイより 

 

３  石川 聖道（足柄高 ３年） （伴奏）実近 房枝 

   ＜声楽＞ 涙／森山直太朗 

 

４  山口 穂乃花（みどりこども園 年長） （伴奏）山口 美穂 

   ＜ヴァイオリン＞ ヴァイオリン コンチェルト ト長調  

            Op.34 第１楽章／リーディング 

 

5  田中 愛桜（南が丘小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ 夢のおはなし／中田喜直 

 

６  古川 諒（大根小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ スタレガ・ラプソディー／平吉毅州 

 

７  金田 美空（南小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ 朝のさんぽ 

         元気なおどりとしずかなおどり／中田喜直 

 

８  清水 愛莉（渋沢小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ マーチ／クラーク 

         ひばりのうた／チャイコフスキー 

 

 

４ 

12：15 開演予定 



９  岩本 花凜（鶴巻小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ やさしい変奏曲「トッカータ」Op.40-１／カバレフスキー 

 

１０ 長沢 芽奈（南が丘小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ ウインナーワルツ 

         教会の鐘／ギロック 

         真夜中の火祭／平吉毅州 

 

１１ 森 凪子（鶴巻小 ４年） 

＜ピアノ＞ 「星のどうぶつたち」より 

 いっかくじゅう、はくちょう／田中カレン 

 

１２ 深澤 由瑞（上大井小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ アラベスク第１番／ドビュッシー 

 

１３ ミラー 最愛（渋沢小 ５年） 

＜ピアノ＞ ポロネーズ ト短調 （遺作）／ショパン 

 

１４ 清水 優香（渋沢小 ６年） 

＜ピアノ＞ 小プレリュード ＢＷＶ934／J.S.バッハ 

      ノクターン Op.54-４／グリーグ 

 

１５ 鈴木 花梨（大根中 １年） 

＜ピアノ＞ ワルツ 第 14 番 ホ短調 （遺作）／ショパン 

 

１６ 倉橋 萌（中井中 １年） 

＜ピアノ＞ ソナタ 第８番 ハ短調 Op.13「悲愴」第３楽章／ベートーヴェン 

 

１７ 南 十和子（南中 １年） 

＜ピアノ＞ ノクターン 第 19 番 Op.72-１／ショパン 

 

１８ 堀切 彩愛（厚木高 ３年） 

＜ピアノ＞ フランス組曲 ＢＷＶ816 より 

         アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ／J.S.バッハ 
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１９ 石川 祥子（大学 ２年） （伴奏） 実近 房枝 

＜声楽＞ 麦の唄／中島みゆき 

 

２０ 神原 司（秦野高 ２年） （伴奏） 岩元 志真 

＜トランペット＞ 宝島／和泉宏隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 



～第３部～ 

１  秦野総合高等学校合唱部 

   岩本 佳奈（秦野総合高 ２年） 柴田 朱理（秦野総合高 ２年） 

 立石 楓（秦野総合高 ２年）  森田 琴水（秦野総合高 １年） 

（伴奏）横山 優司 

   ＜重唱＞ 「ふるさとの四季」より／編曲 源田俊一郎 

 

２  相原 伊織（東幼稚園 年長） 

   ＜ピアノ＞ おだやかなセイリング／グレンダ・オースティン 

 

３  及川 結音（みどりこども園 年長） 

   ＜ピアノ＞ おばけの足あと 

グレーの小さなロバ／ギロック 

 

４  渡邉 ひより（西小 １年） 

   ＜ピアノ＞ チューリップのラインダンス／平吉毅州 

 

５  八島 優樹（南が丘小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ 風の即興曲／中田喜直 

 

６  小清水 沙耶（渋沢小 ２年） 

   ＜ピアノ＞ エチュード・アレグロ／中田喜直 

 

７  渡邉 樹（西小 ３年） 

   ＜ピアノ＞ ワルツ 

         古いフランスの歌 

ババヤガ／チャイコフスキー 

 

８  琴 娟優（堀川小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ バウムクーヘン／湯山昭 

 

 

 

 

 

 

７ 

１４：１０開演予定 



９  佐々木 真生（北小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ 「こどものためのアルバム」Op.68 より 

勇ましい騎手 

愛しい五月よ おまえはもうすぐやってくる／シューマン 

 

１０ 岩田 乃愛（堀川小 ４年） 

   ＜ピアノ＞ 夏の夜のハバネラ 

真夜中の火祭／平吉毅州 

 

１１ 海野 愛紗美（南小 5 年） 

   ＜ピアノ＞ ソナタ ヘ長調 K.332 第１楽章／モーツァルト 

 

１２ 櫛田 梨央（末広小 ５年） 

   ＜ピアノ＞ ソナタ ト長調 Hob.XVI:G１ 全楽章／ハイドン 

 

１３ 内尾 心椛（北小 ６年） 

   ＜ピアノ＞ 幻想曲 「さくらさくら」／平井康三郎 

 

１４ 軍司 陽花（南が丘中 １年）  

   ＜ピアノ＞ ワルツ変イ長調 Op.69-１「別れ」／ショパン 

 

１５ 原 一貴（東京都市大学付属中 １年） 

   ＜ピアノ＞ タンゴ Op.165-２／アルベニス 

 

１６ 藤村 圭樹（湘南学園中 １年） 

   ＜チェロ＞ 無伴奏チェロ組曲第１番メヌエット／J.S バッハ 

 

１７ 高橋 ひかり（渋沢中 ２年） 

   ＜ピアノ＞ エチュード Op.10-５「黒鍵」／ショパン 

 

１８ 大瀧 ミチル（平塚中等教育学校 ４年） 

   ＜ピアノ＞ パガニーニ大練習曲より第６番／リスト 

 

１９ 片桐 綾香（一般） （伴奏）実近 友里恵 

   ＜マリンバ＞ アフリカン・ブルース／ヴォルフガング・ロッゲンカンプ 

 

８ 



 

-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 
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 主催 

秦野市長  高橋 昌和 

主管 

秦野市楽友協会 会長 府川 京子 

 


