
組
予定

出演時間 No 名前 年齢 楽器／パート 作曲者名 演奏曲名 伴奏者

1 10時30分～ 平居 優月 10 ピアノ

板野 はな 10 ピアノ

2 北田 奈穂 10 ピアノ 中田喜直 変奏的練習曲

3 家治川 瑞希 11 ピアノ ショパン ワルツヘ長調 作品34-3

4 竹宮 心音 12 ピアノ ブルグミュラー 大雷雨

5 福山 寧々 12 ピアノ ベートーヴェン ソナタ第5番 作品10-1 ハ短調 第1楽章

10時50分～ 6 三宅 可純 13 ピアノ ショパン
ドビュッシー

エチュード Op.25-Nr2
月の光

7 道端 拓海 13 ピアノ ベルコヴィッチ パガニーニの主題による変奏曲

9 久保 睦 14 ピアノ ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」 第3楽章 Op.27-2

2 11時30分～ 10 岩塚 美奈子 16 ピアノ ベートーヴェン ソナタ第14番 Op.27-2「月光」第3楽章

11 河村 希美 17 ピアノ ベートーヴェン ピアノソナタ第7番 Op.10-3 ニ長調

12 森岡 英緒 17 ピアノ J.S.バッハ
リスト

平均律クラヴィーア曲集 第1巻第21番前奏曲とフーガBWV866 変ロ長調
パガニーニ大練習曲集 第5曲「狩り」 S.141 R.3b ホ長調

13 堀井 嶺人 17 ピアノ ショパン スケルツォ第1番

11時55分～ 14 尾﨑 愛 18 ピアノ ショパン スケルツォ 第4番

15 宮内 麻衣 18 ピアノ ブラームス スケルツォ Op.4 変ホ短調

16 宇賀治 晴香 21 ピアノ ベートーヴェン ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111 第1楽章

3 13時10分～

寺田 真央 12

五島 梨彩 12

ガルシア カスティーヨ
アンジェリカ心花

12

牧野 心南 12

米須 雪紀子 11

粟野 彩愛 11

古里 凜菜 11

黒木 裕寧 10

深水 彩希 10

尾石 真桜 10

大和 清美 10

三春 咲希 10

薬師神 紀花 20 ソプラノ

永山 玲奈 20 ソプラノ

末久 依樹 20 ピアノ

19 篠原 唯花 11 ソプラノ スカルラッティ 菫 上野 絵理子

20 谷岡 杏春 14 ソプラノ トレッリ
ストラデッラ

貴女は知っている
教会のアリア

加藤 理彩子

21 中野 佑里 15 ソプラノ プッチーニ もしお前たちのように小さな花だったら 上野 絵理子

13時35分～ 22 日下 椋巴 16 ソプラノ ヘンデル
トスティ

私を泣かせてください
セレナータ

辻 未帆

23 藤江 小雪 17 ソプラノ カッチーニ
トスティ

アマリッリ
薔薇

辻 未帆

24 蒲池 みなみ 18 ソプラノ 貴志康一
ヴェルディ

かごかき
歌劇『リゴレット』より「慕わしい人の名は」

三野 杏紗

25 須佐 神楽 18 ソプラノ ドナウディ ああ、愛する人の 宮内 麻衣

組
予定

出演時間 No 名前 年齢 楽器／パート 作曲者名 演奏曲名 伴奏者

4 14時20分～ 26 原村 美凛 13 クラシックギター アルベニス アストリアス

27 谷口 宇奈 11 ヴァイオリン ラロ スペイン交響曲 第1楽章 菊地 葉子

28 河内 颯花 11 ヴァイオリン J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータより ソナタ第1番ト短調
フーガ

14時40分～

金関 聖 11 ヴァイオリン

中治 凛奈 10 ヴァイオリン

川端 慎司 10 ヴァイオリン

多中 耀太郎 12 ヴァイオリン

木村 みずき 12 ヴァイオリン

鎌田 陸叶 12 ヴァイオリン

小寺 千尋 11 チェロ

5 15時10分～ 31 大坪 けいと 12 ヴァイオリン シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章 中井 由貴子

32 田野辺 伶実 12 ヴァイオリン ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲2番 第1楽章 鈴木 華重子

33 八澤 茉佑子 15 ヴァイオリン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 第3楽章 足立恵理

34 木原 瑠南 16 ヴァイオリン ヘンデル ソナタ第3番 ヘ長調 HWV370 第2楽章

15時35分～ 35 土本 梨花子 16 ヴァイオリン グラズノフ ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82 鈴木 華重子

36 松蔭 さとり 18 ヴァイオリン ヴィエニャフスキ 創作主題による華麗なる変奏曲 作品15 鈴木華重子

37 上野 芽南 19 ヴァイオリン ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品53 鈴木 華重子

6 16時15分～ 38 深澤 悠花 12 フルート シャミナード コンチェルティーノ 廣澤倫子

39 塩田 うらら 16 バリトンサックス ヘンデル ソナタ第6番よりアダージョ、アレグロ 太田 真菜

40 上吹越 瑞希 17 テナーサックス モンティ チャルダッシュ 新留 あすか

41 佐々木 達也 21 テナーサックス サンジュレー テナー・サクソフォン協奏曲 Op.57 沖永 紗織

16時40分～ 42 加藤 大智 22 アルトサックス ミヨー スカラムーシュ 第2楽章 第3楽章 沖永 紗織

43 喜田 大地 20 オーボエ サン＝サーンス オーボエ・ソナタ 上島 佳子

44 濱田 きらら 21 トロンボーン サン＝サーンス カヴァティーナ 髙岡 綾乃

休憩約10分

休憩約10分

※ アナウンス 西川里乃

29

吹田ジュニアオーケストラ有志

テレマン 4つのヴァイオリンのための協奏曲 第2番 ニ長調

30 ヘンデル
ブレヴァール

クーランテ
ヴァイオリンとチェロのための6つの二重奏曲より第1番 第1楽章 Op.19

18
モーツァルト

スティーヴン・シュワルツ
『フィガロの結婚』より「手紙の二重唱」
『ウィキッド』より「大嫌い」

休憩約10分

休憩約50分

17

吹田市立
吹田東小学校合唱部

合唱 氏家晋也 地球のなかまたち
指揮　八木田薫

伴奏 安藤元宏

第12回すいたティーンズクラシックフェスティバル予選
2021年／令和3年10月31日（日）メイシアター大ホール　主催：吹田市・吹田市文化振興事業団

1
チャイコフスキー

イェッセル
モーツァルト

行進曲メドレー
くるみ割り人形より「行進曲」～おもちゃの兵隊の「行進曲」
～トルコ行進曲

休憩約10分


