
番号 氏名 部門 部 順位 作曲 曲目

1 伏見 優絹乃 13:30 - 13:37 ハープ 小学校(高) 第3位 トゥルニエ 演奏会用練習曲「朝に」

2 加美山 舞 13:37 - 13:50 ハープ 大学 第3位 ヘンデル ハープ協奏曲

3 志水 伶衣 13:55 - 14:04 チェロ 小学校(中) 第3位 サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 より 第1楽章

4 ルプランス 楚亜 14:04 - 14:16 チェロ 中学校 第2位 シューベルト アルペジョーネソナタ イ短調 D821 より 第1楽章

5 廣澤 杏那 14:16 - 14:28 ヴァイオリン 小学校(低) 第2位 ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46より 第4楽章

6 栗原 澄 14:28 - 14:38 ヴァイオリン 小学校(低) グランプリ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 より 第3楽章

7 齋藤 れい 14:50 - 15:02 ヴァイオリン 小学校(中) 第3位 ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰へ短調 作品14より 第1楽章(一部省略)　

8 片本 淳之介 15:02 - 15:12 ヴァイオリン 小学校(中) 第1位 ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 より 第1楽章 

9 松尾 唯加 15:12 - 15:23 ヴァイオリン 小学校(高) 第3位 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 二短調 作品47 より 第3楽章

10 西村 奏良 15:23 - 15:32 ヴァイオリン 高校 第3位 ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 より 第4楽章

11 川邉 宗一郎 15:32 - 15:43 ヴィオラ 大学 第3位 ブラームス ヴィオラソナタ第2番 変ホ長調 作品120 より 第1楽章

12 細井 智幸 16:00 - 16:08 ピアノ 幼児 第3位 ベートーヴェン 6つのドイツ舞曲 より 第6曲 WoO42

ギロック こどものためのアルバムより「ウィンナーワルツ」、「カーニバルの舞踏会」

13 鳥羽 琴葉 16:08 - 16:17 ピアノ 幼児 第2位 ディアベリ ソナチネ 作品168-1

ドビュッシー 小さな黒人

14 齋藤 響 16:17 - 16:25 ピアノ 小学校(低) 第3位 ショパン 練習曲集 作品25 より 第2番 ヘ短調

ラフマニノフ 楽興の時 作品16 より 第4番 ホ短調

15 吉田 あやめ 16:25 - 16:38 ピアノ 小学校(低) 第3位 モーツァルト きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

ショパン ワルツ 第4番 ヘ長調 作品34-3

16 綾部 早希子 16:38 - 16:46 ピアノ 小学校(低) 第3位 ハイドン アリエッタ 第1番 変ホ長調 Hob.ⅩⅦ-3

ショパン ワルツ 第6番 変ニ長調 作品64-1 「子犬」

プロコフィエフ 子供のための音楽 作品65 より 第4曲「タランテッラ」

17 末光 琉偉 16:46 - 16:56 ピアノ 小学校(低) 第3位 中田 喜直 変奏的練習曲

18 秋野 智咲 16:56 - 17:05 ピアノ 小学校(低) 第2位 ベートーヴェン ロンド ハ長調 作品51-1

19 熊谷 歩実 17:05 - 17:13 ピアノ 小学校(低) 第2位 J.S.バッハ シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787

ドビュッシー アラベスク 第2番 ト長調

20 熊本 海音 17:13 - 17:25 ピアノ 小学校(低) 第2位 モーツァルト ピアノソナタ第12番 へ長調 K.332 より 第2,3楽章

21 アルパ小山 咲音 17:35 - 17:43 ピアノ 小学校(中) 第3位 ドビュッシー 《子どもの領分》より 3.人形へのセレナーデ 5.ゴリウォークのケークウォーク

22 中村 純 17:43 - 17:52 ピアノ 小学校(中) 第3位 メンデルスゾーン 無言歌集 第１巻 作品19 より 4.信頼

グリーグ 詩的な音の絵 作品3 より 1.5.6

23 小谷 拓未 17:52 - 18:04 ピアノ 小学校(中) 第2位 ベートーヴェン ピアノソナタ 第8番 ハ短調 作品13「悲愴」より 第2,3楽章

24 長谷生 雅 18:04 - 18:12 ピアノ 小学校(中) 第1位 ペシェッティ ソナタ 第6番より 第1楽章

C.P.E.バッハ ソルフェージェット

プロコフィエフ 前奏曲 ハ長調 作品12-7

25 吉川 すみれ 18:12 - 18:21 ピアノ 小学校(高) 第3位 プロコフィエフ ピアノソナタ 第2番 ニ短調 作品14 より 第2,4楽章

26 平田 陽人 18:21 - 18:27 ピアノ 小学校(高) 第3位 ドビュッシー 《版画》より第3曲 「雨の庭」

27 大澤 英怜七 18:27 - 18:38 ピアノ 小学校(高) 第3位 ショパン 練習曲集 作品10 より 第8番 ヘ長調

モシュコフスキー スペイン奇想曲

28 吉田 蒼空馬 18:38 - 18:46 ピアノ 小学校(高) 第3位 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ長調 「英雄」 作品53

舞台転換（5分）

休憩（12分）

休憩（17分）

休憩（10分）
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