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出演者名 年齢 楽器／パート ピアノ伴奏

10:30 1 川部 素子 10 ピアノ ハイドン 主題と変奏 ハ長調

2 高田 莉帆 10 ピアノ
モーツァルト

ショパン
ソナタ K.545
ワルツ Op.64 No.2

3 清水 希美 11 ピアノ 中田喜直 エチュード・アレグロ

4 竹内 らん 11 ピアノ 三善晃 波のアラベスク

10:45 5 荒井 奏歩 12 ピアノ
バッハ
リスト

シンフォニア 第15番 ロ短調
小人の踊り

6 井上 柚季 12 ピアノ
ラフマニノフ
ラフマニノフ

ヴォカリーズ Op.34-14 嬰ハ短調
サロン小品集 ワルツ Op.10-2 イ長調

7 坂本 結花 13 ピアノ
シマノフスキ

ハチャトゥリアン
マズルカ Op.50-1
トッカータ

8 大島 颯介 13 ピアノ
スクリャービン
ラフマニノフ

24の前奏曲 1番Op.11-1
前奏曲 Op.23-5

11:25 9 福山 寧々 13 ピアノ ショパン バラード 第3番 作品47 変イ長調

10 藤原 夕奈 14 ピアノ リスト 巡礼の年 第3年「エステ荘の噴水」

11 道端 拓海 14 ピアノ ブラームス 2つのラプソディより 第2番 Op.79-2

12 久保 睦 15 ピアノ ショパン ポロネーズ 第14番 嬰ト短調

11:45 13 松山 歩央 16 ピアノ リスト
伝説 第2曲
「水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ」

14 髙橋 かれん 16 ピアノ モーツァルト ソナタ 第9番 ニ長調 K.311 第三楽章

15 米﨑 初奏 16 ピアノ
モーツァルト

ショパン
ソナタ 第2番 K.280 K.189e ヘ長調
エチュード Op.25,No2

16 木下 かれん 16 ピアノ ベートーヴェン ソナタ 第11番 変ロ長調 Op.22 第1楽章

12:50 17 岡 夏美 17 ピアノ リスト 愛の夢 第3番

18 平野 天姫 18 ピアノ ショパン バラード 第2番 ヘ長調 Op.38

19 山本 美弦 18 ピアノ シューマン
ソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14（1853年版）
第1楽章

13:05 20 木場 日奈子 19 ピアノ リスト ハンガリー狂詩曲 第6番 変ニ長調

21 川﨑 愛梨 19 ピアノ
ショパン

ラフマニノフ
エチュード Op.10-5
エチュード「音の絵」Op.39-6

22 中森 瑞貴 21 ピアノ ベートーヴェン ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 第1,2楽章

23 奥村 惠毅 22 ピアノ ラフマニノフ 音の絵 Op.39-8,Op39-9

休憩30分
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第13回すいたティーンズクラシックフェスティバル予選

※出演時間は やむを得ず変更する場合がございます

演奏曲目
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13:45 24
吹田市立吹田東小

学校合唱部
11-12 合唱 村松崇継 いのちの歌 八木田 薫

25
金蘭千里高等学校

合唱部
16-17 合唱 阪井一生 証 彦惣 啓吾

26 高田 莉帆 10 ソプラノ
フォスター
ハーライン

夢路より
星に願いを

加納 美穂

27 久保 詩 12 ソプラノ
トスティ

ボノンチーニ
夢
お前を讃える栄光のために

今田 薫

28 谷岡 杏春 15 ソプラノ
モーツァルト
モーツァルト

楽しい安らぎが
恋はちっちゃな悪戯っ子

冨岡 潤子

14:10 29 平田 絢子 15 ソプラノ
トレッリ

スカルラッティ
あなたは知っている
フロリンドが誠実なら

冨岡 潤子

30 山口 阿已 16 ソプラノ
パイジェッロ
カリッシミ

もはや私の心には感じない
勝利だ、私の心よ

冨岡 潤子

31 中山 結心 16 ソプラノ
プッチーニ

パイジェッロ
さようなら
もはや私の心には感じない

今田 薫

32 井上 弘也 21 テノール
レスピーギ
平井康三郎

最後の陶酔
九十九里浜

福島 衣里

田村凜果 20 ヴァイオリン

薬師神 紀花 21 ソプラノ

14:55 34 原村 美凛 14 クラシックギター パガニーニ ラ・カンパネラ

35 上野 紗世 10 ヴァイオリン モーツァルト 協奏曲 第3番 第1楽章 上野 真紀

36 大田 奈櫻 10 ヴァイオリン ヴュータン コンチェルト 第2番 第1楽章 田口 友子

37 西尾 奏美 10 ヴァイオリン サン=サーンス コンチェルト 第3番 第3楽章 西尾 彩

38 川端 慎司 11 ヴァイオリン ヴィオッティ コンチェルト 23番 長谷川 美沙

鎌田 陸叶 13 ヴァイオリン

小寺 千尋 12 チェロ

田中 結希 17 ヴァイオリン

椎﨑 理琴 16 ヴァイオリン

榎本 このは 17 ヴァイオリン

41 河野 真那花 20 ヴァイオリン ラロ スペイン交響曲 國井 美佐

42 上野 芽南 20 ヴァイオリン バルトーク ラプソディ第1番 田口 友子

16:05 43 塩田 うらら 17 アルトサキソフォン ドゥメルスマン ファンタジー 髙 果奈

44 竹村 茉里南 18 ホルン モーツァルト
ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495
1.アレグロ・マエストーソ

森重 美千香

45 山田 瑚々南 19 ホルン アニシモフ ポエム 美馬かおり

46 鈴木 愛佳 20 フルート ドップラー ハンガリー田園幻想曲 一色 隼人

16:30 47 喜田 大地 21 オーボエ シューマン ３つのロマンス 上島 佳子

48 後藤 優月 21 トロンボーン サン=サーンス トロンヴォーンとピアノのためのカヴァティーナ 小笠原 梨恵

49 濱田 きらら 22 トロンボーン ギルマン 交響的小品 髙岡 綾乃

3本のヴァイオリンのためのソナチネ
Op.90-3 1楽章、3楽章
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15:20 39 シュターミッツ

6つの二重奏曲 作品19より 第1番
マエストーソ、メヌエットグラツィオーソ

40 ラハナー
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33 カッチーニ
プッチーニ

アヴェ・マリア
私のお父さん

黒木 耀子
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