
12 Kanagawa  Classical  Music  Competition

※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月23日（土）

10：30�～ ■幼児の部
1 村上羽桜理 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

2 小山　　惟 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

3 谷山陽菜子 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 小野寺由莉 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 中井　夕貴 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

6 佐藤　帆夏 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

7 髙橋　輝流 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

8 猿田琴々音 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

9 向山　日菜 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10 込山　裕也 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

10：45 　休　憩
11：00�～ ■小学校低学年の部　

11 久保木瑠香 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

12 本橋　桜子 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

13 澤登　愛奈 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

14 長谷川　詩 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

15 堀内　美歌 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

16 門倉　睦実 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

17 川島　拓朗 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

18 和三　侑里 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

19 篠田菜々子 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 松下希々佳 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

21 藤井　香苗 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

22 春日　優希 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

23 荒谷友里乃 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

24 鍛治　千莉 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

25 宋　　嘉健 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

26 中原　蒼子 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

27 柳　緋香里 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

28 斎藤　明倫 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

29 門脇　優花 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

30 石川　和奏 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

31 川村　拓幹 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

32 森内　愛子 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

33 鈴木沙也寧 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

34 安池　葵良 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

Aブロック第1次予選 やまと芸術文化ホール（サブホール）
石岡　千弘（東京音楽大学講師） 菅生　晴美（洗足学園音楽大学講師）神　　三奈（共立女子大学講師）
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35 榎本　航成 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

36 香坂　文音 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

37 多島　　南 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

38 押山　結愛 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

39 丸山　希実 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

40 金井美衣子 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

41 蓮井　　蘭 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

42 髙梨　麗礼 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

43 村上百愛菜 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

44 中島　來夢 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12：00 　休　憩
12：15�～ ■小学校中学年の部　

45 寺地ひなの 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

46 髙井　勇希 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

47 梶原　花音 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

48 向山　　凛 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

49 武井　琴乃 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

50 荒井　大河 小３ ⃝ラモー：タンブラン

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

51 河野　雄亮 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

52 小玉　夏緒 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

53 井出那々子 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

54 水野　陽希 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

55 村上　彩奈 小4 ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

56 近藤里桜奈 小4 ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

57 松本　美波 小4 ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

58 山崎　心愛 小4 ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

59 村上　駿弥 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち
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60 錦戸　春奈 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

61 竹前　和夏 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

13：10 　休　憩
14：10�～ ■小学校高学年の部　

62 井出萌々夏 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

63 早川　沙希 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

64 村上　隆真 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

65 中里　梨花 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

66 井上　汐音 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

67 川口　柚乃 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

68 椎野みづき 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

14：50 　休　憩
15：05�～ ■中学生の部　

69 佐藤　優樹 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ホ短調 Hob.XVI-34 第1楽章

70 高橋　明希 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ長調 K.545 第1楽章

71 小田　健斗 中2 ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

■高校生の部
72 村松　　直 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

73 高野　　遥 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.13 終(第3)楽章

74 山本紗由美 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.27-1 終(第4)楽章

75 和田　那月 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

76 鈴木　那央 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

77 阿形　理央 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ長調 Op.54 終(第2)楽章

78 清水　楓花 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

79 金原　千紘 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 終(第4)楽章

16：10 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月23日（土）

10：30�～ ■幼児の部
1 大垣　慧史 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

2 谷山　秋津 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

3 町田　　菫 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 長嶋　　空 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 石川　結羅 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

6 松本　鼓白 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

10：40 　休　憩
10：55�～ ■小学校低学年の部

7 高向康太朗 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

8 谷口　小夏 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

9 小関　桜子 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10 平田　陽人 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11 古目谷　梛 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12 熊谷　志保 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

13 渡邉ひより 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

14 吉岡　圭太 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

15 大西　舞夏 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

16 竹本　葵瑛 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

17 岸田有理子 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

18 池田　舞香 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

19 大森菜々子 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

20 今井　大稀 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

21 齋藤　希澪 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

11：25 　休　憩
11：40�～ ■小学校中学年の部

22 勝又　美心 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

23 小見山千慧 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

24 鈴木　　凜 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

25 藤田　夏帆 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

26 堀内　大輝 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

27 足髙　紗織 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

横浜市泉区民文化センター「テアトルフォンテ」
河邊　亮子（東京音楽大学講師） 奈良　康佑（昭和音楽大学講師） 林　　順子（洗足学園音楽大学講師）

Cブロック第1次予選
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28 日紫喜優花 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

29 黒木　結衣 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

30 浜崎　陽士 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

31 林　　美月 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

32 寺下　　凜 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

12：20 　休　憩
12：35�～ ■小学校高学年の部

33 戸塚　美夏 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第1番 ハ長調 BWV 772

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

34 志村映理菜 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

35 池田　有杏 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

36 兼氏菜々子 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

37 箭内　桜子 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

38 西村真生子 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV 776

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

13：10 　休　憩
14：10�～ ■中学生の部

39 幡野　舞来 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

40 上野真由香 中１ ⃝ハイドン：ソナタ 変ロ長調 Hob.XVI-41 第1楽章

41 川幡　茉桜 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.2-1 第1楽章

42 佐藤　誼尚 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ニ長調 K.576 第1楽章

43 有川　遼佑 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

44 立石　　侑 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 嬰ヘ長調 Op.78 第1楽章

45 森田　夏華 中２ ⃝ハイドン：ソナタ 嬰ハ短調 Hob.XVI-36 第1楽章

46 和田笑美花 中３ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

47 髙橋　花穂 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

15：00 　休　憩
15：15�～ ■高校生の部

48 嶋田向日葵 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 嬰ヘ長調 Op.78 第1楽章

49 佐藤　凌夢 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

50 田久保萌夏 高３ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

15：35 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月24日（日） 小田原市民会館(大ホール)

10：30�～ ■幼児の部
1 竹本　直央 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

2 弓長　陽菜 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

3 大林　佑智 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

4 小川　稀子 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 松元葉都喜 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

6 仁平心乃美 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

7 市村　采奈 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

8 福野妃奈希 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10：45 　休　憩
11：00�～ ■小学校低学年の部

9 北爪　結衣 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10 梅川　和莉 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11 新里　未來 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12 村松咲矢花 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

13 森　　美月 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

14 山﨑　優輝 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

15 大原あかり 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

16 佐部利有真 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

17 金子　真穂 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

18 星野　里夏 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

19 山田　歩奈 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 井上慶一郎 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

21 小竹　陽翔 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

22 佐藤　瑠莉 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

23 木原　由葵 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

24 山﨑　彩太 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

25 髙橋　春依 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

26 深瀬　明花 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

27 八島　優樹 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

28 田中　結菜 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：40 　休　憩
11：55�～ ■小学校中学年の部

29 長幡　柊星 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

30 伊藤　千尋 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

清田千寿子（洗足学園音楽大学客員教授）河邊　亮子（東京音楽大学講師） 松浦　　健（フェリス女学院大学音楽学部講師）

Aブロック第1次予選
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31 田村　優衣 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

32 川田　竜雅 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

33 中竹　陽菜 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

34 原　　一晴 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

35 古目谷　凰 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

36 岡本　華子 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

37 松村　朋音 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

38 加藤美咲音 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

39 窪田真理子 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

40 森　　凪子 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

41 須田　絢子 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

42 内藤　優香 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

43 岩田　乃愛 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

44 増井　音里 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

45 中山スミレ 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

46 秋山　英璃 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

47 今井　　薫 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

48 海老江栞音 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

49 渡辺　美翔 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

50 河野奈乃羽 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

51 阿部　小梅 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち
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52 梅川　哲生 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

13：10 　休　憩
14：10�～ ■小学校高学年の部

53 田中　愛理 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

54 佐藤　春花 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第11番 ト短調 BWV 782

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

55 小宮　早笑 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

56 野崎　真由 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

57 和田なごみ 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

58 植松　珠来 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

14：40 　休　憩
14：55�～ ■中学生の部

59 德田　里紗 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-37 第1楽章

60 中村　和輝 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ホ長調 Op.14-1 第1楽章

61 松村　彩音 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

62 矢元　拓海 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

63 植木　真叶 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

64 倉橋　　萌 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ヘ長調 K.280(189e) 第1楽章

65 桑原　啓太 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

66 加藤亜咲美 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

67 内田　彩音 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

68 川田　怜奈 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

69 早川　媛花 中３ ⃝モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 K.333(315c) 第1楽章

70 立松　菖子 中３ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

16：00 　休　憩
16：15�～ ■高校生の部

71 田中　百音 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 第1楽章

72 吉村　優芽 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

73 久野真理愛 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

16：35 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月24日（日）

10：30�～ ■幼児の部
1 片岡　藍子 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

2 田　　孟桐 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

3 太田　　葵 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 阿部さくら ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 市木嵜　梓 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

6 鵜澤　咲希 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

7 松木　理乃 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

8 一森　陽葉 ⃝轟　千尋：秋のワルツ

9 岸　　佳花 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10 水野愛梨佳 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

11 石井　結菜 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

12 鎌田日向葵 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10：50 　休　憩
11：05�～ ■小学校低学年の部

13 平井　直央 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

14 荒谷柚希菜 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

15 安田　湧星 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

16 片岡　葉子 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

17 武居　千尋 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

18 原口　　周 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

19 平下　　遥 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

20 石井　孝一 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

21 渡邉　さち 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

22 相澤　花杷 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

23 飯嶋　咲智 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

24 今井　瑞稀 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

25 山本　創心 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

26 森　　瀬那 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

27 加藤　　葵 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

28 諸田　美和 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

29 都筑　亮佑 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：35 　休　憩
11：50�～ ■小学校中学年の部

30 綾部　太郎 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

31 蔭山　佳那 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

神　　三奈（共立女子大学講師） 三宅　麻美（洗足学園音楽大学講師）花房　真美（昭和音楽大学講師）

Bブロック第1次予選 横浜市緑区民文化センター「みどりアートパーク」
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32 岸部未來歩 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

33 中村　美乃 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

34 鵜飼　良行 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

35 相澤真奈美 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

36 阿部　智駿 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

37 村瀬　萬紀 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

38 宮本　大輝 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

39 市原正一朗 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

40 髙木陽茉莉 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

41 鴇澤　　楓 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

42 板倉　和歩 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

43 飯村　奈央 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

44 小澤　心鈴 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

45 小松　立佳 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

46 丸林　怜夢 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

47 志熊こころ 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

48 姫野　純平 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

12：55 　休　憩
13：55�～ ■小学校高学年の部

49 中村　　碧 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

50 林田　　凜 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

51 石川　純佳 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調
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52 諸田　修司 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第1番 ハ長調 BWV 772

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

53 前橋　美那 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

54 今井　心海 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

55 横井　伶奈 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

56 綿引　瑞巴 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

57 斎藤みらの 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

58 張磨　悠奈 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第11番 ト短調 BWV 782

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

59 大日　実結 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

60 川上　凛乃 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV 776

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

61 小澤　友梨 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

62 鵜飼　省伍 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

15：10 　休　憩
15：25�～ ■中学生の部

63 永木　　羚 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ニ長調 K.284(205b) 第1楽章

64 吾妻明日太 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

65 羽太　美緒 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ長調 K.309(284b) 第1楽章

66 飯田　　光 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ホ長調 Op.14-1 第1楽章

67 八十島里桜 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-37 第1楽章

68 上野山珠緒 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ヘ長調 Hob.XVI-23 第1楽章

69 生原　羽菜 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 第1楽章

70 吉森かんな 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

71 北原　香菜 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

72 三塚　悠斗 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 嬰ハ短調 Op.27-2 第1楽章

16：20 　休　憩
16：35�～ ■高校生の部

73 堀谷　桜介 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

74 横井　里奈 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

75 金丸　琴音 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

76 河野　次朗 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ホ短調 Op.90 第1楽章

17：00 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月26日（火）

10：30�～ ■幼児の部
1 梁　　皓楠 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

2 馮　　銥彤 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

3 荻野　泰志 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 森田　奏海 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

5 藤野　真央 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

6 横田　愛莉 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

7 吉村心々菜 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

8 中道　れい ⃝ギロック：おもちゃのダンス

9 須崎　桃花 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

10 梅田　彩愛 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

11 鈴木　雫月 ⃝バイエル：バイエルピアノ教則本 より 第60番 イ短調 Op.101-60

12 星原　彩希 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

10：50 　休　憩
11：05�～ ■小学校低学年の部

13 羅　　悦萌 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

14 張　　芯語 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

15 仁木　玲花 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

16 西　　陽花 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

17 高井　紗空 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

18 下山歩乃佳 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

19 蒋　　雨宸 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 馮　　海音 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

21 吉崎　緑莉 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

22 山本　秀斗 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

23 河合諒太郎 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

24 城田乃里佳 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

25 須崎菜々夏 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

26 藤井　美音 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

27 小川　航平 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

28 田島　百花 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

29 堀内　寛太 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：35 　休　憩
11：50�～ ■小学校中学年の部

30 鈴木　　睦 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

本尾かおる（昭和音楽大学講師）鮫島　明子（ピアニスト）

Bブロック第1次予選 横浜市鶴見区民文化センター「サルビアホール」
増田　桃香（　　　　　　　　　　　��）東京芸術大学音楽学部

附属音楽高等学校講師
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31 永山　京香 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

32 齋藤　楓乃 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

33 橋本　茉優 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

34 縄田　沙空 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

35 鈴木　優佳 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

36 岩月　麻紘 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

37 田澤　歩実 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

38 蒲谷　友菜 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

39 島　さくら 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

40 小林　優月 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

41 坂井　奏南 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

42 越智龍之輔 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

43 玉野　晴大 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

44 山路　富雪 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

45 千葉　レイ 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

46 多田　心菜 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

12：50 　休　憩
13：50�～ ■小学校高学年の部

47 荒谷玲央菜 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

48 雨川　祥希 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

49 鈴木　　紬 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

50 長谷川美藍 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第15番 ロ短調 BWV 786

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5
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51 高木　う理 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

52 田中　翠桜 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第7番 ホ短調 BWV 778

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

53 小島　里穂 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第6番 ホ長調 BWV 777

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

54 田中さくら 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

55 井田　紗羅 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

14：40 　休　憩
14：55�～ ■中学生の部

56 岡田　芳樹 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

57 四居　花音 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 第1楽章

58 泉川　紗衣 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

59 横尾　まこ 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

60 小代　瑠夏 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ長調 K.330(300h) 第1楽章

61 野口　美璃 中１ ⃝ハイドン：ソナタ 嬰ハ短調 Hob.XVI-36 第1楽章

62 新田　雛菜 中２ ⃝ハイドン：ソナタ 変イ長調 Hob.XVI-46 第1楽章

63 桑田　詩音 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.13 第1楽章

64 渡邊　伽音 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.7 第1楽章

65 板原　優愛 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

66 坂本　亞優 中３ ⃝ハイドン：ソナタ ホ短調 Hob.XVI-34 第1楽章

16：00 　休　憩
16：15�～ ■高校生の部

67 上山　　花 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

68 瀨沼　貴寛 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

69 保前　沙樹 高２ ⃝モーツァルト：ソナタ イ短調 K.310(300d) 第1楽章

70 本田琳太郎 高２ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

71 森下　彩萌 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 終(第3)楽章

72 鈴木　千尋 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 終(第3)楽章

73 松尾　美咲 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.27-1 終(第4)楽章

74 坂本　萌音 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.81a 第1楽章

17：05 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月26日（火）

10：30�～ ■幼児の部
1 増田　美旺 ⃝バイエル：バイエルピアノ教則本 より 第60番 イ短調 Op.101-60

2 西岡　　望 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

3 今福　美清 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

4 杉本幸太郎 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

■小学校低学年の部
5 齋藤　　匠 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

6 大林　歩夢 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

7 吉川すみれ 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

8 柏　　心絆 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

9 岡部　莉子 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

10 小玉　　葉 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

11 勝木　琉惺 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12 岡野　沙織 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

13 釜　　心春 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

14 鈴木　来音 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：00 　休　憩
11：15�～ ■小学校中学年の部

15 小林　美釉 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

16 荒井　香苗 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

17 長岡　理紗 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

18 齋藤恵美里 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

19 長原　珠希 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

20 韓　　　叡 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

21 大戸　杏果 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

22 小野沢香遥 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

23 有田　　稜 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

泉　ゆりの（ピアニスト） 斎藤　　龍（東京芸術大学講師） 湯浅　聡子（ピアニスト）

横浜市港南区民文化センター「ひまわりの郷」Cブロック第1次予選
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24 勝木玖莉有 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

25 髙村　瑠色 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

26 土屋　蒼空 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

27 横山　璃依 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

28 岩永　藍花 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

29 泉谷　早紀 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

12：10 　休　憩
12：25�～ ■小学校高学年の部

30 中條　梨子 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

31 榎並　咲希 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

32 早川　彩音 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第11番 ト短調 BWV 782

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

33 辻元　彩七 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

34 小川佳奈枝 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第6番 ホ長調 BWV 777

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

35 鈴木　　藍 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

36 小川　栞音 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

37 小林　汐南 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

38 渡邉　すず 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第10番 ト長調 BWV 781

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

13：15 　休　憩
14：15�～ ■中学生の部

39 矢吹　里菜 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

40 伊澤　心春 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

41 髙橋　寧々 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-37 第1楽章

42 原　　実李 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

43 福原英美里 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.81a 第1楽章

44 嶋田さくら 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

45 松本　理子 中３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ長調 Op.10-2 第1楽章

14：55 　休　憩
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15：10�～ ■高校生の部
46 米満希咲来 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

47 小倉　　悠 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

48 福田　孝樹 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.57 第1楽章

49 山縣　美季 高２ ⃝ハイドン：ソナタ ハ長調 Hob.XVI-50 第1楽章

50 景浦はるか 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.81a 終(第3)楽章

51 草場　恵香 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.28 終(第4)楽章

15：50 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

10：30�～ ■幼児の部
1 三宅　優璃 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

2 佐藤　真惟 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

3 渋谷　悠巳 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 石橋　采門 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

5 新國　根央 ⃝轟　千尋：秋のワルツ

6 羽根木悠人 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

7 渡辺　紫媛 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

8 高畦　倖有 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

10：45 　休　憩
11：00�～ ■小学校低学年の部

9 福田　琴梨 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10 金子由妃乃 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11 藤田　颯真 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

12 清水　朝陽 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

13 髙野由佳莉 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

14 鹿川　紗更 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

15 内海　絢恵 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

16 小清水沙耶 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

17 金田　美空 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

18 相原　　楓 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

19 眞壁　秀明 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 稲井さやか 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

21 渡辺　仁美 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

22 高木　桜弥 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

23 横山　志帆 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

24 古川　　諒 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

25 宝子山幸生 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：30 　休　憩
11：45�～ ■小学校中学年の部

26 奥角　萌那 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

27 松本　帆稀 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

28 岩本　花凜 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

3月27日（水）
林　　順子（洗足学園音楽大学講師）奈良　康佑（昭和音楽大学講師）川田健太郎（ピアニスト）

Aブロック第1次予選 二宮町生涯学習センター「ラディアン」
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29 清川康志郎 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

30 田邉　結理 小３ ⃝ラモー：タンブラン

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

31 昆　　咲良 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

32 岡寺　一華 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

33 山本　康介 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

34 朝倉未果子 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

35 深澤　由瑞 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

36 佐藤さくら 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

37 鷲尾　里奈 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝田中　カレン：やぎ

38 松下　花音 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

39 柏木　優奈 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

40 古舘　莉央 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

41 吉田　圭佑 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

42 飯山ちひろ 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

12：40 　休　憩
13：40�～ ■小学校高学年の部

43 小川　晄凜 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

44 松本　色葉 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

45 鈴木　瑚子 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV 776

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

46 松本　遥佳 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

47 中村　　環 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第1番 ハ長調 BWV 772

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

48 小宮千埜恵 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調



31Kanagawa  Classical  Music  Competition

49 德田　　舞 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

50 後藤　優花 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

51 小室愛結佳 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

52 工藤　佳音 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第6番 ホ長調 BWV 777

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

53 宝子山夢実 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

54 木村寧々花 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

55 栗飯原初姫 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

56 岩本　愛花 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

57 林　　芽似 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

58 加藤　優芽 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

15：15 　休　憩
15：30�～ ■中学生の部

59 重田　理央 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章

60 久保田真穂 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ヘ長調 Hob.XVI-23 第1楽章

61 山本　有紗 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

62 平井　芙海 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.7 第1楽章

63 鈴木　智遥 中１ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-49 第1楽章

64 関　　衣澄 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ヘ長調 Hob.XVI-23 第1楽章

65 力石　夏凜 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

66 渡辺　俊爾 中２ ⃝モーツァルト：ソナタ ニ長調 K.576 第1楽章

67 奥谷　紅葉 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

68 松田ひなた 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

69 石川　花菜 中３ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

16：30 　休　憩
16：45�～ ■高校生の部

70 鵜飼　真帆 高１ ⃝ハイドン：ソナタ ハ短調 Hob.XVI-20 第1楽章

71 田島由比奈 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.31-3 終(第4)楽章

72 秋山　朋葉 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

73 鈴木　文葉 高３ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

17：10 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月27日（水）

10：30�～ ■幼児の部
1 鈴木　愛梨 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

2 山根　賢祐 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

■小学校低学年の部
3 市川　惺彩 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

4 齊藤　淳平 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

5 張　　妙佳 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

6 浮島　一歌 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

7 矢野間啓裕 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

8 水戸さくら 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

9 佐尾　優奈 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10：50 　休　憩
11：05�～ ■小学校中学年の部

10 稲葉　百歌 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

11 梅田　小春 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

12 市川　智仁 小３ ⃝ラモー：タンブラン

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

13 山口思映李 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

14 河野　瑞希 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

15 平岡　　昊 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

16 三浦　沙月 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

17 金子　心優 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝田中　カレン：やぎ

18 倉増　　晏 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

19 西野　理優 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

20 和田　萌愛 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

21 渡邊　結衣 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

菅生　晴美（洗足学園音楽大学講師） 本尾かおる（昭和音楽大学講師）花房　真美（昭和音楽大学講師）

横浜市栄区民文化センター「リリス」Cブロック第1次予選
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22 大山　咲菜 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

23 穂満　佳帆 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

24 平野　　直 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

25 楠本淳之介 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

12：00 　休　憩
12：15�～ ■小学校高学年の部

26 在原　美咲 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

27 出雲　沙弥 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

28 鵜飼　剛志 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

29 﨑村　優奏 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

30 菊池美来里 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

31 佐々木玲実 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

32 清水　希実 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第11番 ト短調 BWV 782

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

13：00 　休　憩
14：00�～ ■中学生の部

33 及川　百花 中１ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

34 原　　望得 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.10-1 第1楽章

35 吉田　楓音 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 K.333(315c) 第1楽章

36 上釜わかな 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.2-1 第1楽章

37 鵜飼　眞琴 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ト長調 Op.14-2 第1楽章

38 福地　りか 中２ ⃝モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 K.333(315c) 第1楽章

14：35 　休　憩
14：50�～ ■高校生の部

39 小松原光海 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

40 富沢　颯斗 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.57 第1楽章

15：05 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

10：30�～ ■幼児の部
1 徳山　瑛大 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

2 中村　優一 ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

■小学校低学年の部
3 田中　梨瑚 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

4 山崎瑛汰郎 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

5 荒川　美桜 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

6 後藤　可奈 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

7 西川　汐里 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

8 成川　碧泉 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

9 中原　早那 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

10 久保田榮音 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

11 松平　光生 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

12 鈴木　成美 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

13 青木　和佳 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

14 鈴木　輝生 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

15 胡子　美桜 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

16 石坂　優衣 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

17 稲垣　莉子 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

11：00 　休　憩
11：15�～ ■小学校中学年の部

18 萩原　利香 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

19 松村　咲来 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

20 松本　映実 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

21 鈴木　美緒 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

22 土肥　千明 小4 ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

23 上田　桜子 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

24 安藤　美葉 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝田中　カレン：やぎ

25 蕪木　啓人 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

3月28日（木）
本尾かおる（昭和音楽大学講師）鮫島　明子（ピアニスト）石岡　千弘（東京音楽大学講師）

横浜市青葉公会堂Bブロック第1次予選
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26 杉浦　悠太 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

11：50 　休　憩
12：05�～ ■小学校高学年の部

27 野沢　愛莉 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

28 三橋　穂菜 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

29 中野　雄理 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

30 津田　瑞登 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

12：30 　休　憩
13：30�～ ■中学生の部

31 助川　結衣 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ヘ長調 K.280(189e) 第1楽章

32 山北　優花 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ホ短調 Hob.XVI-34 第1楽章

33 河邉　直生 中２ ⃝ハイドン：ソナタ ハ長調 Hob.XVI-50 第1楽章

34 草地　葉音 中２ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 第1楽章

35 佐藤優衣子 中３ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ長調 K.330(300h) 第1楽章

14：00 　休　憩
14：15�～ ■高校生の部

36 藤田　美未 高１ ⃝モーツァルト：ソナタ イ短調 K.310（300d） 第1楽章

37 中野　颯太 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

38 山田　梨菜 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

14：35 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月28日（木）

10：30�～ ■幼児の部
1 浮島　佑都 ⃝バイエル：バイエルピアノ教則本 より 第60番 イ短調 Op.101-60

2 佐藤　和平 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

3 高宮　奈月 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 高橋ののか ⃝ブルグミュラー：25の練習曲 より 「素直な心」 Op.100-1

5 日吉優衣華 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

6 宮下　　怜 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

7 渡邉　怜王 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

8 田所　唄帆 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10：45 　休　憩
11：00�～ ■小学校低学年の部

9 織茂みずき 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10 池浦麻悠子 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11 椛島真央美 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

12 石上　　杏 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

13 佐藤　那菜 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

14 沖田　　静 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

15 佐藤　日向 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

16 田中信乃凉 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

17 勅使河原莉果 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

18 荻野　友亜 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

19 谷﨑　穂佳 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 鈴木　采笑 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

21 村田　悠隼 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

22 大町　奈央 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

23 瀬谷　美晶 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

24 高井　美羽 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

25 伊藤愛莉奈 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

26 小林こころ 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11：35 　休　憩
11：50�～ ■小学校中学年の部

27 西村　結那 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

28 近藤　瑠菜 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

29 石田　奏絵 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

斎藤　　龍（東京芸術大学講師）川田健太郎（ピアニスト）

Cブロック第1次予選 横浜市栄区民文化センター「リリス」
増田　桃香（　　　　　　　　　　　��）東京芸術大学音楽学部

附属音楽高等学校講師
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30 河合　紗和 小４ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

31 細川　響生 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

32 石上　　華 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

33 木戸　毬奈 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

34 山崎　奏太 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

35 関　　優香 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

12：20 　休　憩
12：35�～ ■小学校高学年の部

36 大林　蒼空 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「風の精」 Op.62-1

37 山中　柚奈 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

38 南堀　聖奈 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

39 佐々木　霞 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

40 山田　美桜 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第6番 ホ長調 BWV 777

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

41 藤山　瑠璃 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

42 谷﨑　優樹 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝チャイコフスキー：「四季」 Op.37bis より 4月「松雪草」 変ロ長調

13：15 　休　憩
14：15�～ ■中学生の部

43 伊住　　皐 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.2-1 第1楽章

44 山廼邉大知 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

45 櫻井　綾音 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 二長調 K.311(284c) 第1楽章

46 中島　彩花 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ホ短調 Hob.XVI-34 第1楽章

47 有田　夏蓮 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 第1楽章

48 大山　　遥 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

49 岩野　百花 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.7 第1楽章

50 剱持　来海 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

51 沼田　夏芽 中２ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ短調 K.457 第1楽章

52 遠藤　麻由 中３ ⃝モーツァルト：ソナタ ハ短調 K.457 第1楽章

15：10 　休　憩
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15：25�～ ■高校生の部
53 野本　真史 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 嬰ハ短調 Op.27-2 終(第3)楽章

54 鶴田　晴希 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

55 美里　芽玖 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

56 中山日菜子 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

57 広瀬　真菜 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.27-1 終(第4)楽章

58 西村　豪流 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

16：05 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月29日（金）

10：30�～ ■幼児の部
1 植村　栞奈 ⃝バイエル：バイエルピアノ教則本 より 第60番 イ短調 Op.101-60

2 小杉　律太 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

3 鴫山　　碧 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

4 栗田　楓玲 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 篠原明日香 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10：40 　休　憩
10：55�～ ■小学校低学年の部

6 西野　　心 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

7 野原陽茉莉 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

8 伊地知柑那 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

9 吉田　奏那 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

10 碓井　　澪 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11 石川　稜久 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12 野中麻里子 小１ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

13 小原　利壮 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

14 齋藤凛太郎 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

15 廣重ひらり 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

16 小笠原花帆 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

17 遊佐　詞音 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

18 山本　紗弓 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

19 高橋　朋孝 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

20 清水　愛莉 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11：20 　休　憩
11：35�～ ■小学校中学年の部

21 石田　晄基 小３ ⃝ラモー：タンブラン

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

22 石橋　亜衣 小３ ⃝ラモー：タンブラン

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

23 宮地　結彩 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

24 加藤　舞桜 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝田中　カレン：やぎ

25 石井　隆仁 小３ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

26 藤嶋　音寧 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝田中　カレン：やぎ

奈良　康佑（昭和音楽大学講師） 湯浅　聡子（ピアニスト）

川崎市麻生市民館Aブロック第1次予選

東京芸術大学音楽学部
附属音楽高等学校講師増田　桃香（　　　　　　　　　　　��）
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27 佐野　　杏 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

28 白幡　賢司 小４ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

29 西田　愛実 小４ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

30 綱嶋　咲希 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

31 豊田　真瑚 小４ ⃝ラモー：タンブラン

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

32 鈴木　滉琉 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

12：15 　休　憩
12：30�～ ■小学校高学年の部

33 海野愛紗美 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775

⃝メンデルスゾーン：無言歌 ト長調 「5月のそよ風」 Op.62-1 U185

34 清水　優香 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

35 武田麻莉子 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第15番 ロ短調 BWV 786

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

12：45 　休　憩
13：45�～ ■中学生の部

36 加藤　姫心 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 K.333(315c) 第1楽章

37 原田　莉里 中１ ⃝ハイドン：ソナタ ニ長調 Hob.XVI-37 第1楽章

38 櫻井　祐美 中１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

39 前田　晃杜 中２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ヘ短調 Op.2-1 第1楽章

14：05 　休　憩
14：20�～ ■高校生の部

40 政木　千優 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ短調 Op.13 第1楽章

41 森　　春佳 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

42 円谷　　翼 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ イ長調 Op.2-2 第1楽章

43 安部穂乃香 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ホ短調 Op.90 第1楽章

44 杉山　由佳 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

45 若尾　拓哉 高３ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

15：00 　終　演
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※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

左から①演奏順 ②出場者氏名 ③学年 ④課題曲（演奏順は自由）

審査員

3月29日（金）

10：30�～ ■幼児の部
1 阿部　陽彩 ⃝轟　千尋：秋のワルツ

2 小見山隼汰 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

3 中丸愛友歩 ⃝トンプソン：バースデーケーキ

4 丹羽美由那 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

5 山川　晃史 ⃝ギロック：おもちゃのダンス

10：40 　休　憩
10：55�～ ■小学校低学年の部

6 榊原　奈央 小１ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

7 長尾　莉禾 小１ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

8 木村　結葉 小１ ⃝ツェルニー：チクタク時計

9 目黒　心結 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

10 魚住　和花 小２ ⃝ツェルニー：チクタク時計

11 小見山洋樹 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

12 松浦　優華 小２ ⃝L. モーツァルト：アングレーズ

13 吉野　夏蓮 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

14 髙木なづな 小２ ⃝テレマン：メヌエット ト長調

15 三宅　あい 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

16 大見　涼華 小２ ⃝W. A. モーツァルト：アレグロ 変ロ長調 K.3

11：15 　休　憩
11：30�～ ■小学校中学年の部

17 児玉　　葵 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝チャイコフスキー：子供のアルバム より 「ひばりの歌」 Op.39-22

18 肥田　華乃 小３ ⃝J. S. バッハ：6つの小プレリュード 第4番 ニ長調 BWV936

⃝三善　晃：両手のおにごっこ

19 杉山　悠花 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝ショスタコーヴィチ：子供のノート より 「機械人形（ぜんまいじかけのお人形）」 Op.69-6

20 小川　紗季 小３ ⃝J. S. バッハ：フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 より「エア(アリア)」

⃝田中　カレン：やぎ

21 青木　花恩 小３ ⃝ヘンデル：ブーレ ト長調

⃝平吉　毅州：ひとりぼっちのワルツ

22 小川　陽音 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝三善　晃：ソ、ソ、ソ��の小烏賊たち

23 佐藤衣理名 小４ ⃝クレープス：アレグロ 変ホ長調

⃝田中　カレン：やぎ

11：55 　休　憩

三宅　麻美（洗足学園音楽大学講師）泉　ゆりの（ピアニスト） 松浦　　健（フェリス女学院大学音楽学部講師）

Bブロック第1次予選 横浜市旭区民文化センター「サンハート」
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12：10�～ ■小学校高学年の部
24 城田　美桃 小５ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

25 早田　桃華 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783

⃝グリーグ：抒情小曲 「夜想曲」 Op.54-4

26 三木　拓実 小６ ⃝J. S. バッハ：2声のインヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784

⃝シベリウス：5つの小品(樹木の組曲) より「樅の木」 Op.75-5

12：30 　休　憩
13：30�～ ■中学生の部

27 澤田　乃絵 中１ ⃝モーツァルト：ソナタ ヘ長調 K.533（K.494) 第1楽章

28 佐々木奏歩 中２ ⃝ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-49 第1楽章

29 箱崎　佑音 中３ ⃝モーツァルト：ソナタ ニ長調 K.576 第1楽章

13：50 　休　憩
14：05�～ ■高校生の部

30 角岡　里緒 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ホ長調 Op.27-1 第1楽章

31 佐藤　伯諭 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

32 阿部颯志郎 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ長調 Op.10-3 第1楽章

33 渡辺　登也 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.53 第1楽章

34 鈴木　汐音 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ハ長調 Op.2-3 第1楽章

35 佐藤　花音 高１ ⃝ベートーヴェン：ソナタ 変ロ長調 Op.22 第1楽章

36 杉本　沙瞳 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

37 横井　愛果 高２ ⃝ハイドン：ソナタ ハ長調 Hob.XVI-50 第1楽章

38 森永　冬香 高２ ⃝ベートーヴェン：ソナタ ニ短調 Op.31-2 第1楽章

15：05 　終　演
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