
10:45開場 11:00開演
第1部 11:00-12:00
牧野 ⻯也 まきの りゅうや 名古屋 農 2年（学部） ⿃の詩 ⿇枝 准 3.5

愛について〜Eros〜 松司⾺拓 2.5
⻘⽊ 洸樹 あおき こうき 名城 理⼯ 1年（学部） 想い出は遠くの⽇々 天⾨ 1.5
⼭⼝ 紘輝 やまぐち ひろき 名古屋 ⼯ 1年（学部） 組曲 展覧会の絵より プロムナード ムソルグスキー 2

組曲 展覧会の絵より キエフの⼤⾨ ムソルグスキー 6
中根 有紀 なかね ゆき 名古屋 ⼯ 1年（学部） 『12の歌曲』より 第12曲 Ave Maria S.558ー12 シューベルト＝リスト 7
尾畑 朋⾹ おばた ともか 名古屋 教育 1年（学部） 愛のワルツ op.57-5 モシュコフスキー 5.5
星野 聖奈 ほしの せな 名古屋 ⼯ 4年（学部） Disney Piano Medley Alan Menken 作曲 Arr. Jonny May 7.5
⽥中 空 たなか はるか 名古屋 理 1年（学部） バラード第1番 Op.23 F.Chopin 9
今枝 陽平 いまえだ ようへい 名古屋 ⼯ 3年（学部） 間奏曲 op118-2 ブラームス 5
深⾕ 朱菜 ふかや あやな 椙⼭⼥学園 現代マネジメント 4年（学部） 愛の悲しみ クライスラー作曲ラフマニノフ編曲 7
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第2部 12:10-13:05
⽥中 空 たなか はるか 名古屋 理 1年（学部）
⻘⽊ 洸樹 あおき こうき 名城 理⼯ 1年（学部）
野村 友⾹ のむら ゆか 名古屋 医 3年（学部） 愛の夢 リスト 5
関 悠作 せき ゆうさく 南⼭ 法 2年（学部） ピアノソナタ 第8(9)番 K.311 第1楽章 モーツァルト 6
李 ⿓起 り りゅうき 名古屋 情報 1年（学部） ポロネーズ２番 リスト 9
加藤 恭平 かとう きょうへい 名古屋 理 2年（学部） ポロネーズ第4番 ショパン 6
須賀原 夢 すがはら あゆむ 名古屋 ⼯ 2年（学部） ノクターン13番 Op.48-1 ショパン 6
及川 ⼤⾈ おいかわ だいしゅう岐⾩ 医 1年（学部） メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 S.514 リスト 12
後藤 椎 ごとう しい 名古屋 多元数理科学研究科 1年（修⼠） The Star-Spangled Banner John Stafford Smith - Leopold Godowsky 3

Studies on Chopin's Etudes No.5, For the left Hand alone Leopold Godowsky 4
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第3部 13:15-14:10
堀 瑞樹 ほり みずき 名古屋 理 1年（学部） 雪どけ 六道迅 4

戦場のメリークリスマス 坂本⿓⼀ 5
志村 昂輝 しむら こうき 名古屋 理 1年（学部） 亡き王⼥のためのパヴァーヌ モーリス・ラヴェル 5
都筑 咲美 つづく えみ 名古屋 ⽂ 2年（学部） 「版画」より⾬の庭 ドビュッシー 5
藤代 栞奈 ふじしろ かんな 名古屋 理 2年（学部） 映像 第1集より「⽔の反映」 ドビュッシー 5.5
⼾倉 菜津⼦ とくら なつこ 名古屋 ⽂ 2年（学部） ソナチネ全楽章 ラヴェル 12
⼭⽥ 晃⼦ やまだ あきこ 名古屋市⽴ ⼈⽂社会 3年（学部） 蝶々 グリーグ 2.5

⼄⼥の願い ショパン=リスト 3.5
稲⽯ 有沙 いないし ありさ 名古屋 経済 4年（学部） 「クープランの墓」より第5曲「メヌエット」 ラヴェル 4

「クープランの墓」より第6曲「トッカータ」 ラヴェル 5
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第4部 14:20-15:15
濱⽥ 安宏 はまだ やすひろ 名古屋 理 1年（学部） ⽔の戯れ ラヴェル 6
中尾 静⾹ なかお しずか 名古屋 ⼯ 3年（学部） 「⼦供の情景」より「異国から」 シューマン 1.5

「⼦供の情景」より「⻤ごっこ」 シューマン 1
「⼦供の情景」より「トロイメライ」 シューマン 3

本居 千佳 もとおり ちか 名古屋⼯業 ⼯ 4年（学部） 名探偵コナンメインテーマ ジャズアレンジ ⼤野克夫 2.5
アメージンググレイス ジャズアレンジ イギリス⺠謡 編曲:内⽥美雪 4.5

⼭⽥ 倫太郎 やまだ りんたろう 名古屋⼯業 ⼯ 2年（学部） バラード 第1番 Op.23 ショパン 10
服部 紗英 はっとり さえ ⾦城学院 ⽂ 1年（学部） ピアノ・ソナタ第2番「幻想ソナタ」嬰ト短調 Op.19 スクリャービン 12
林 菜々⼦ はやし ななこ 南⼭ 外国語 2年（学部） ソナタ23番 ヘ短調  第1楽章 ベートーヴェン 10
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第5部 15:25-16:25
佐々⽊ 理⽣ ささき りお 名古屋 医(保健) 1年（学部）
三井 智⼦ みつい ともこ 名古屋 医(保健) 1年（学部）
多⽥智⼤ ただ ともひろ 名古屋 医(保健) 4年（学部）
深⾕ 朱菜 ふかや あやな 椙⼭⼥学園 現代マネジメント 4年（学部）
江頭 健⼈ えがしら けんと 名古屋 ⼯ 2年（修⼠）
丸⼭ 迪代 まるやま みちよ 名古屋 ⽣命農 2年（修⼠）
関 悠作 せき ゆうさく 南⼭ 法 2年（学部）
須賀原 夢 すがはら あゆむ 名古屋 ⼯ 2年（学部）
松橋 ⾹⾳ まつはし かりん 愛知県⽴芸術 ⾳楽 3年（学部）
藤井 恵理奈 ふじい えりな 愛知県⽴芸術 ⾳楽 3年（学部）
加藤 春佳 かとう はるか OG
⻤頭 枝⾥ きとう えり 椙⼭⼥学園 現代マネジメント 4年（学部）
⽯原 結歌 いしはら ゆいか ⾦城学院 ⽂ 3年（学部） we wish you a merry christmas ケルティック・ウーマン作曲 ジェイコブ・コーラー編曲 3.5
前⽥ 佳穂 まえだ かほ 名古屋 ⽂ 3年（学部） ソナタ ワルトシュタイン Op.53 第⼀楽章 ベートーヴェン 8.5
吉⽥ 有輝⼦ よしだ ゆきこ 名古屋 ⽂ 3年（学部） ピアノソナタ第8番 イ短調 K.310 モーツァルト 13.5
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第6部 16:35-17:35
⽔野 壮⼀郎 みずの そういちろう名古屋⼯業 ⼯ 2年（学部） ワルツ op.69-1 「別れのワルツ」(遺作) ショパン 4.5

ワルツ op.42 「⼤円舞曲」 ショパン 4.5
渥美 可菜⼦ あつみ かなこ 名古屋⾳楽 ⾳楽 2年（学部） 12の練習曲よりop25-2 フレデリック・ショパン 2

樹⽊の組曲よりop75-5樅の⽊ ジャン・シベリウス 3.5
松橋 ⾹⾳ まつはし かりん 愛知県⽴芸術 ⾳楽 3年（学部） 喜びの島 ドビュッシー 6.5
江頭 健⼈ えがしら けんと 名古屋 ⼯ 2年（修⼠） ロマンス メリカント 4
丸⼭ 迪代 まるやま みちよ 名古屋 ⽣命農 2年（修⼠） ノクターン第2番 Op.9-2 ショパン 4

｢10の⼩品｣より "ロマンス" Op.24-9 シベリウス 4.5
藤井 恵理奈 ふじい えりな 愛知県⽴芸術 ⾳楽 3年（学部） 歌劇「エジプトのモーゼ」より「星の輝く王座から」   ピアノ版 G.ロッシーニ 5
津留 聡美 つる さとみ OG 幻想曲ニ短調 K.397 モーツァルト 6.5
河合 ゆう⼦ かわい ゆうこ 愛知教育 教育 4年（学部） 「リゴレット」による演奏会⽤パラフレーズ リスト 9
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空へ レ･フレール 4.5

スタジオジブリ・メドレー 久⽯譲 5

「⾵のとおり道」、「海の⾒える街」、「⼈⽣のメリーゴーランド」 久⽯譲 7

組曲 ｢ドリー｣ Op.56 より "⼦守歌" フォーレ 3

3.5絢⾹にじいろ

'O sole mio  私の太陽 作詞: G. Capurro  作曲: E. Di Capua & A. Mazzucchi 3.5

〜Disney princess medley〜  Alan Menken/Kristen Anderson 5


