
左から①演奏順 ②出場者氏名 ③課題曲（曲順は自由）

※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

審査員

東　　誠三（東京芸術大学教授） 沼口　　隆（東京芸術大学准教授）高田　匡隆（桐朋学園大学音楽学部講師）

吉武　雅子（洗足学園音楽大学教授）

朴　　久玲（桐朋学園大学音楽学部准教授） 三谷　　温（昭和音楽大学教授）堀　由紀子（ピアニスト）

ピアノ部門
第１次予選

10：30 ～

1 池内　綾乃 ⃝スクリャービン：ソナタ 第4番 嬰ヘ長調 Op.30

2 石渡　洸貴 ⃝シューマン：ソナタ 第3番 へ短調 Op.14 第1楽章

3 吉川　和希 ⃝ショパン：バラード 第4番 へ短調 Op.52

4 佐藤　和大 ⃝J. S. バッハ：トッカータ ト短調 BWV 915

5 石栗　陽子 ⃝ショスタコーヴィチ：24のプレリュードとフーガ Op.87 より 第1番 ハ長調
⃝ショパン：エチュード ハ短調 Op.10-12

　換　気

6 重松　良卓 ⃝J. S. バッハ：平均律クラヴィーア曲集第II巻-第7番 変ホ長調 BWV 876
⃝リスト：超絶技巧練習曲 第10番 ヘ短調 S.139-10

7 近藤　大夢 ⃝ラフマニノフ：エチュード「音の絵」 Op.39 より 第3番 嬰ヘ短調
⃝ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

8 松口　理子 ⃝ J. S. バッハ：半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV 903

9 松葉潤一郎 ⃝ リスト：村の居酒屋での踊り（メフィスト・ワルツ第1番） S.514

12：05 　休　憩

12：50 ～

10 古﨑　京花 ⃝シューマン：ソナタ 第3番 へ短調 Op.14 第1楽章

11 塩飽　桃加 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第3番「古い手帳から」 イ短調 Op.28

12 兼重　　唯 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第3番「古い手帳から」 イ短調 Op.28

13 石田　ユキ ⃝シューマン：アレグロ ロ短調 Op.8

14 藤原　和奏 ⃝ラヴェル：クープランの墓 より 第1曲「プレリュード」 ホ短調、第6曲「トッカータ」 ホ短調

　換　気

15 鮫島　彩音 ⃝ベルク：ソナタ ロ短調 Op.1

16 岡田　柚香 ⃝ブラームス：6つの小品 Op.118 より 第1曲「間奏曲」 イ短調、第2曲「間奏曲」 イ長調

17 立木　和也 ⃝リスト：歌劇 「ファウスト」のワルツ（グノー） S.407

18 清野　優芽 ⃝ラフマニノフ：ソナタ 第2番 変ロ短調 Op.36（1931年版） 第1楽章

14：15 　休　憩

14：25 ～

19 古澤　丹生 ⃝ショパン：即興曲 第3番 変ト長調 Op.51

20 早川　結奈 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1

21 本田琳太郎 ⃝リスト：ハンガリー狂詩曲 第12番 嬰ハ短調 S.244

22 河野　悟士 ⃝ショパン：バラード 第4番 ヘ短調 Op.52

23 柾本　遂也 ⃝ブラームス：スケルツォ 変ホ短調 Op.4

4月10日（土） 横浜市緑区民文化センター 「みどりアートパーク」



　換　気

24 坂口　由侑 ⃝ ブラームス：ソナタ 第1番 ハ長調 Op.1 第1楽章

25 佐々木えり子 ⃝スクリャービン： 3つの小品 Op.2 より 第1曲「練習曲」、 
12のエチュード Op.8 より 第12番「悲愴」 嬰ニ短調

26 片平　萌野 ⃝ シューマン：幻想小曲集 Op.12 より 第2曲「飛翔」、第6曲「寓話」、第7曲「夢のもつれ」

27 草場　恵香 ⃝ ドビュッシー：プレリュード集 第2集 より 第3曲「ヴィーノの門」、第6曲「風変わりなラヴィーヌ将軍」

15：50 　休　憩

16：00 ～

28 樽木　陽子 ⃝シューマン：ソナタ 第2番 ト短調 Op.22 第1楽章
⃝リスト：愛の夢 第3番「おお、愛しうる限り愛せ」 変イ長調 S.541-3

29 柏原　亜耶 ⃝ スクリャービン：幻想曲 ロ短調 Op.28

30 横井　里奈 ⃝ ベートーヴェン：ソナタ 第21番 「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53 第1楽章

31 高間　春香 ⃝ シマノフスキ：マスク Op.34 より 第3曲「ドン・ファンのセレナード」

　換　気

32 田中　　琴 ⃝ブラームス：ソナタ 第3番 ヘ短調 Op.5 第1楽章

33 島田　彩花 ⃝ショパン：バラード 第1番 ト短調 Op.23

34 村松　　直 ⃝シューマン：ソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章

35 石川奈々歩 ⃝シマノフスキ：変奏曲 変ロ短調 Op.3

17：20 　休　憩

17：30 ～

36 佐藤　凌夢 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第8番「戦争ソナタ」 変ロ長調 Op.84 第3楽章

37 東　　祐輔 ⃝ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

38 阿形　理央 ⃝ブラームス：パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 Op.35 より第2部

39 金村　奈緒 ⃝ショパン：ソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第１楽章

　換　気

40 岩瀬　由佳 ⃝シューベルト：3つのピアノ曲（即興曲） D946 より 第2番 変ホ長調

41 横井　愛果 ⃝ドビュッシー： プレリュード集 第1集 より 第7曲「西風の見たもの」、 
喜びの島 イ長調

42 石原　広大 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第6番「戦争ソナタ」 イ長調 Op.82 第4楽章

43 佐藤　善彬 ⃝スクリャービン：ソナタ 第2番「幻想ソナタ」 嬰ト短調 Op.19

18：55 　休　憩

19：05 ～

44 酒井　未希 ⃝シューマン：アレグロ ロ短調 Op.8

45 倉橋　千遥 ⃝リスト：ハンガリー狂詩曲 第12番 嬰ハ短調 S.244

46 田中　　結 ⃝ショパン：バラード 第2番 Op.38 ヘ長調

47 佐々木飛鳥 ⃝ラフマニノフ：エチュード「音の絵」Op.39 より 第2番 イ短調
⃝リスト：超絶技巧練習曲 第10番 ヘ短調 S.139-10

48 石津　若葉 ⃝ラフマニノフ：楽興の時 Op.16 より 第1番 変ロ短調、第4番 ホ短調

19：55 　終　演



左から①演奏順 ②出場者氏名 ③課題曲（曲順は自由）

※順不同、敬称略。肩書きなどは変更になることがあります

審査員

ピアノ部門
第１次予選

10：30 ～

1 山下　真理 ⃝ プロコフィエフ：ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1

2 峯　　梨良 ⃝ ショパン：スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 Op.39

3 岩井　亜咲 ⃝ドビュッシー：12のエチュード より 第11番「組み合わされたアルペッジョのために」
⃝ショパン：ワルツ 第5番 変イ長調 Op.42

4 笠井　　萌 ⃝ シマノフスキ：マスク Op.34 より 第1曲「シェラザード」

5 溝口　愛実 ⃝ フォーレ：ノクターン 第6番 変ニ長調 Op.63

　換　気

6 田中　花奈 ⃝シューベルト：ソナタ  第14番 イ短調 D784 Op.143 第1楽章

7 本多　伊織 ⃝リスト：超絶技巧練習曲 第11番「夕べの調べ」 変ニ長調 S.139-11

8 赤塚　響子 ⃝スクリャービン：ソナタ 第9番「黒ミサ」 変ホ短調 Op.68

9 岩田まどか ⃝リスト：超絶技巧練習曲 第4番「マゼッパ」 ニ短調 S.139-4

12：00 　休　憩

12：45 ～

10 髙梨壮一郎 ⃝ラフマニノフ：エチュード「音の絵」 Op.39 より 第8番 ニ短調、第9番 ニ長調

11 池田真之助 ⃝メトネル：おとぎ話ソナタ ハ短調 Op.25-1 第1楽章 アレグロ・アッバンドナメンテ

12 村松　海渡 ⃝カール・ヴァイン：ソナタ 第1番 第2楽章

13 大庭　　愛 ⃝J. S. バッハ：半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV 903

14 川谷　早紀 ⃝リスト：リゴレット（演奏会用パラフレーズ）（ヴェルディ） S.434

　換　気

15 関根　有紀 ⃝ショパン：バラード 第4番 ヘ短調 Op.52

16 鈴木　千尋 ⃝ショパン：バラード 第3番 変イ長調 Op.47

17 播馬　琴羽 ⃝ ラフマニノフ：エチュード「音の絵」 Op.33 より 第7番 変ホ長調
⃝プロコフィエフ：ソナタ 第6番 ｢戦争ソナタ｣ イ長調 Op.82 第4楽章

18 大塚陽向子 ⃝メシアン：幼子イエスに注ぐ20のまなざし より 「喜びの聖霊のまなざし」

14：10 　休　憩

14：20 ～

19 吉田　春音 ⃝ショパン：ソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章

20 桑原　安里 ⃝ラヴェル：鏡 より 第3曲「海原の小舟」 嬰ヘ短調

4月11日（日） 横浜市緑区民文化センター 「みどりアートパーク」
東　　誠三（東京芸術大学教授） 沼口　　隆（東京芸術大学准教授）高田　匡隆（桐朋学園大学音楽学部講師）

吉武　雅子（洗足学園音楽大学教授）

朴　　久玲（桐朋学園大学音楽学部准教授） 三谷　　温（昭和音楽大学教授）堀　由紀子（ピアニスト）



21 森永　冬香 ⃝ラヴェル：「夜のガスパール」 より 第3曲「スカルボ」

22 石原可奈子 ⃝ モーツァルト：ソナタ 第3番 変ロ長調 K.281（189f） 第1楽章
⃝ドビュッシー：12のエチュード より 第11番「組み合わされたアルペッジョのために」

23 船生　弘親 ⃝プロコフィエフ：風刺（サルカズム） Op.17

　換　気

24 仁平井彩圭 ⃝ スクリャービン：ソナタ 第4番 嬰ヘ長調 Op.30

25 本多花乃音 ⃝ リスト：リゴレット（演奏会用パラフレーズ）（ヴェルディ） S.434

26 岩本　理那 ⃝ グラナドス：演奏会用アレグロ 嬰ハ長調

27 浦辺　真実 ⃝ショパン：ノクターン 第13番 ハ短調 Op.48-1
⃝ラフマニノフ：前奏曲集（プレリュード） 第12番 嬰ト短調 Op.32-12

15：45 　休　憩

15：55 ～

28 小柳　茉穂 ⃝ショパン：バラード 第2番 ヘ長調 Op.38

29 清水　楓花 ⃝シューマン：ソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章

30 金森　　愛 ⃝リスト：巡礼の年 第3年 S.163 より 第4番「エステ荘の噴水」

31 稲葉由里子 ⃝ラヴェル：鏡 より 第1曲「蛾」 変ニ長調

32 後藤　沙希 ⃝シューマン：アベッグ変奏曲 ヘ長調 Op.1

　換　気

33 渡邊　晟人 ⃝リスト：「伝説」 S.175 より 第2曲「水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ」

34 松尾　美咲 ⃝ショパン：ソナタ 第2番「葬送」 変ロ短調 Op.35 第1楽章

35 宇佐美香乃 ⃝ショパン：バラード 第1番 ト短調 Op.23

36 久保　英子 ⃝ショスタコーヴィチ：24のプレリュードとフーガ Op.87 より 第24番 ニ短調

17：15 　休　憩

17：25 ～

37 戸川　哲郎 ⃝ショパン：スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31

38 森合　爽子 ⃝リスト：ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 S.244

39 大塚　　萌 ⃝シューベルト：ソナタ 第13番 イ長調 Op.120 D 664 第1、3楽章

40 伊達　広輝 ⃝チャイコフスキー：ドゥムカ－ロシアの農村風景－ ハ短調 Op.59

41 梅川侑里恵 ⃝ ショパン：子守歌 変ニ長調 Op.57
⃝ラフマニノフ：エチュード「音の絵」 Op.39 より 第9番 ニ長調

　換　気

42 細川　萌絵 ⃝リスト：超絶技巧練習曲 第10番 ヘ短調 S.139-10

43 東島　由衣 ⃝ショパン：バラード 第4番 ヘ短調 Op.52

44 厚東　昌宏 ⃝メンデルスゾーン：ロンド・カプリチオーソ ホ長調 Op.14

45 森田　　凪 ⃝プロコフィエフ：ソナタ 第6番 イ長調 Op.82 第4楽章

18：55 　終　演




