
出演順 演奏時間 出演時間 ピアノ 待機

1 0:09:00 11時00分 大西　和香 プロコフィエフ 練12

2 0:10:00 11時09分 綾田　乃愛 リスト 練11

3 0:09:00 11時19分 石橋　幹鷹 プロコフィエフ 練10

4 0:09:00 11時28分 神谷　悠以 ショパン 練９

0:10:00 11時37分

5 0:14:00 11時47分 德永　紗絵子 シューマン 練８

6 0:13:00 12時01分 山口　はるか グリーグ 練７

7 0:11:00 12時14分 佐山　千夏 プロコフィエフ 練６

8 0:08:00 12時25分 鹿田　結都 プロコフィエフ 練５

12時33分

9 0:09:00 13時30分 崎濱　杏 ショパン 練４

10 0:16:00 13時39分 住野　光理 プロコフィエフ 練３

11 0:11:00 13時55分 水田　汐音 リスト 練２

12 0:13:00 14時06分 八島　由梨果 プロコフィエフ 練１

0:10:00 14時19分

13 0:11:00 14時29分 石井　陽太 リスト 練12

14 0:09:00 14時40分 足立　優衣 シューマン 練11

15 0:14:00 14時49分 竹内　日菜多 ショパン 練10

16 0:12:00 15時03分 友近　凪紗 デュティユー 練９

15時15分

出演順 演奏時間 出演時間 管打楽器 伴奏者 待機

1 0:11:00 10時30分 大野　涼華(Fg) 綾田　乃愛 ウェーバー ファゴット協奏曲　ヘ長調　作品75　第1楽章 L8

2 0:14:00 10時41分 堀之内　明希(Fl) 水田　汐音 ボルヌ カルメン幻想曲 L7

3 0:11:00 10時55分 菅野　咲花(Cl) 德永　紗絵子 プーランク クラリネットとピアノのためのソナタ　第1,3楽章 L6

4 0:15:00 11時06分 織田　咲良(Fl) 水田　汐音 尾高　尚忠 フルート協奏曲　第1,2楽章 L５

5 0:10:00 11時21分 髙橋　佑佳(Fg) 鹿田　結都 モーツァルト ファゴット協奏曲　変ロ長調　作品191　第1楽章 L４

6 0:12:00 11時31分 中川　穂香(Tb) 住野　光理 グレンダール トロンボーン協奏曲 L３

0:10:00 11時43分

7 0:16:00 11時53分 西村　野亜(Ob) 綾田　乃愛 パスクッリ 「ラ・ファボリータ」の主題による協奏曲 L2

8 0:10:00 12時09分 津田　さやか(Fl) 水田　汐音 ユー ファンタジー L１

9 0:13:00 12時19分 水田　暖乃(Ob) 石井　陽太 ポンキエッリ カプリッチョ L8

10 0:09:00 12時32分 岡田　愛音(Cl) 住野　光理 ウェーバー クラリネット協奏曲　第1番　作品73　第1楽章 L7

11 0:09:00 12時41分 イヴァイロ(Mar) 梅井　美咲 セジョルネ マリンバ協奏曲　第2楽章 Sol1

12時50分

出演順 演奏時間 出演時間 声楽 伴奏者 待機

中田　喜直 風の子供
モーツァルト さあ、ひざまずいて
カプローリ お前は私を苦しめていなかったのに
ヴィヴァルディ 貴女の輝かしい姿に
チェスティ 私の偶像である人の回りに
ドナウディ どうか吹いておくれ
ルイージ 側に居ることは
ドゥランテ 愛に満ちた処女よ
モーツァルト 偉大な魂は気高き心は

14時00分

出演順演奏時間 出演時間 作曲 演奏者（声楽） 待機

1 0:09:00 14時15分 村尾　真瑚 日垣　舞音 村尾　真瑚 いまわたしが思うこと 練４

2 0:11:00 14時24分 梅井　美咲 佐野　晶哉 梅井　美咲 ソング・ブック 練３

3 0:10:00 14時35分 溝上　空弥 浦田　有紗 溝上　空弥
立原道造の詩による３つのうた
「ひとり林に…」「夢のあと」「うたふやうにゆつくりと…」

練２

14時45分

出演順 演奏時間 出演時間 弦楽器 伴奏者 待機

1 0:09:00 15時00分 小池　悠楓(Hrp) グリンカ モーツァルトの主題による変奏曲 合唱

2 0:17:00 15時09分 森　佳菜子(Vn) 德永　紗絵子 シベリウス ヴァイオリン協奏曲　作品47　第1楽章 L6

3 0:11:00 15時26分 岩切　咲樹(Vn) 石井　陽太 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　作品35　第3楽章 L５

4 0:12:00 15時37分 海路　日那(Vn) 德永　紗絵子 グリーグ ヴァイオリンソナタ　第3番　作品45　第1楽章 L４

5 0:14:00 15時49分 鈴木　櫻子(Vn) 八島　由梨果 シベリウス ヴァイオリン協奏曲　作品47　第1楽章 L３

6 0:12:00 16時03分 竹内　麻祐(Vn) 德永　紗絵子 サン＝サーンス ヴァイオリン協奏曲　第3番　作品61　第3楽章 L2

16時15分

ピアノソナタ　第6番　イ長調　「戦争ソナタ」　作品82　第4楽章

ピアノソナタ　第2番　作品14　第1,4楽章

声楽　　 13:30～14:00
曲目

昼休憩

1

「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ

（終了予定）

作曲　　 14:15～14:45
曲目

ピアノソナタ　第3番　作品14　第1楽章

休憩(10分)

根津　桃子 大西　和香

＜巡礼の年　第2年　ヴェネツィアとナポリ＞より　Ⅲタランテラ

ピアノソナタ　第6番　作品82　第1,4楽章

0:09:004 足立　優衣

幻想曲　ヘ短調　作品49

ピアノソナタ　第3楽章　「コラールと変奏」

（終了予定）

練８0:06:00

浦田　有紗

3

＜７２回生＞３年次公開実技試験タイムテーブル・曲目〔2019/6/4実施〕

＜合奏室＞

曲目

幻想曲　ハ長調　作品17　第1楽章

ピアノソナタ　第1番　作品1

休憩(10分)

休憩(10分)

ピアノソナタ　第6番　イ長調　「戦争ソナタ」　作品82　第１楽章

バラード　第1番　作品23

ピアノソナタ　第3番　イ短調　「古い手帳から」　作品28

練６

2 0:08:00 13時36分

13時44分 佐野　晶哉

弦楽器　　 15:00～16:15

ピアノ　　11:00～12:33   13:30～15:15

ピアノソナタ　作品7　第1,4楽章

バラード　第3番　作品47

＜合唱室＞

13時30分 日垣　舞音 友近　凪紗

ハンガリー狂詩曲　第2番　嬰ハ短調　作品244

練７

曲目

（終了予定）

管打楽器　　 10:30～12:50
曲目

昼休憩

（終了予定）

石井　陽太

練５13時51分

0:07:00

※各専攻とも時間はあくまでも予定です。出演順2番以降は、若干前後する場合があります。予めご承知おきください。

※ご来聴について、事前のお申し込みは不要です。（入場無料）　なお、演奏中の入退場はできません。

※上履きをご持参ください。


