♪2016 年早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団室内楽演奏会♪

10．バルトーク作曲小林聡編曲 ルーマニア民族舞曲
國頭響 堀健太 浮田南 山本美鈴 阿部那弥 大迫一輝 砂田美希 唐澤はるか（Cl）
≪第３部≫

10 月 2 日（日）

16:20~
11. モーツァルト作曲 弦楽四重奏曲第 15 番ニ短調 K.421 より第 1 楽章

三鷹市公会堂光のホール
開場：13:30

山田百香（1stVn）櫻井暁（2ndVn）篠田京香（Va）東條優香子（Vc）

開演：14:00
12. ベートーヴェン作曲 弦楽四重奏曲第 2 番第 1･4 楽章ト長調作品 18-2

終演：20:30

趙哲行（1stVn）高瀬雄太郎（2ndVn）稲垣玲於奈（Va）宇治田祥（Vc）
≪第１部≫
14:00~
1．ヴィエニャフスキ作曲 エチュードカプリース作品 18 第 4 番イ短調

13. モーツァルト作曲 フルート四重奏曲第 1 番ニ長調 K.285
島本文子（Fl）岩本光希（1stVn）安井裕紀（Va）大杉結希（Vc）

御供信薫（1stVn）薗田大二郎（2ndVn）
14. モーツァルト作曲 オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370 より第 3 楽章
2．ベートーヴェン作曲 ピアノ三重奏曲第 4 番『街の歌』第 1･2 楽章変ロ長調作品 11

篠崎夏緒（Ob）田村隆行（Vn）高杉幸太郎（Va）細田葉月（Vc）

浮田南（Cl）宇治田祥（Vc）村上遼太郎（Pf）
15. ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第 78 番変ロ長調 Op.76-4『日の出』より第 1 楽章
3．グリンカ作曲 悲愴三重奏曲二短調 1(抜粋)･2･4 楽章

三村まどか（1stVn）菊地里紗子（2ndVn）永島聡美（Va）細田葉月（Vc）

砂田美希（Cl）吉田眞生子（Fg）吉田塩子（Pf）
16. モーツァルト作曲 弦楽四重奏曲第 14 番ト長調『春』K.387 第 1 楽章
4．アストル・ピアソラ作曲 タンゴの歴史よりボルデル 1900

岩本光希（1stVn）田村隆行（2ndVn）安井裕紀（Va）大久保智（Vc）

清水悠太（Mar）江上胡桃（Ob）
≪第２部≫
14:55~

17. ブラームス作曲 クラリネット五重奏曲ロ短調作品 115 より第 1･4 楽章
阿部那弥（Cl）田口知花（1stVn）高瀬雄太郎（2ndVn）趙哲行（Va）吉田早希（Vc）

5．伊藤康英作曲 ぐるぐるマリンバ ぐるぐるマリンバ・サンバ
チャーリー・ウィルコクソン作曲 オールアメリカンドラマーより SOLONo.1.2.3.4.5.7.11.12.15.16.17.21.44.46
五十嵐若菜 岡田紗也加 神野紗貴 清水悠太 道彿悠樹（Perc）
6．ドヴォルザーク作曲 弦楽四重奏曲第 12 番ヘ長調作品 96『アメリカ』木管五重奏版第１楽章
関谷緋紗子（Fl）吹田ひかる（Ob）西田有希（Hr）木村仁美（Fg）砂田美希（Cl）
7．ダリウス・ミヨー作曲 組曲『ルネ王の暖炉』作品 205 より抜粋

18. ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第 79 番ニ長調 Op.76-5『ラルゴ』第 1･2 楽章
渡辺大勝（1stVn）櫻井暁（2ndVn）岩永昇三（Va）東條優香子（Vc）
19. ベートーヴェン作曲 弦楽四重奏曲第 4 番ハ短調 Op.18-4 より第 1 楽章
田村隆行（1stVn）三村まどか（2ndVn）高杉幸太郎（Va）細田葉月（Vc）
20. ブラームス作曲 弦楽六重奏曲第 1 番変ロ長調作品 18 より第 1･2 楽章

1 行列 2 オーバード（朝の歌）3 軽業師 6 ヴァラブルでの狩り 7 夜のマドリガル

渡辺大勝（1stVn）鈴木彩葉（2ndVn）安井裕紀（1stVa）岩永昇三（2ndVa）吉田早希（1stVc/2ndVc）

島本文子（Fl）早田琴子（Ob）浮田南（Cl）木村仁美（Fg）小野寺ひかる（Hr）

中村振二郎（2ndVc/1stVc）
≪第４部≫

8．クルークハルト作曲 木管五重奏曲 Op.79 より第 1 楽章
関谷緋紗子（Fg）吹田ひかる（Ob）大迫一輝（Cl）吉田眞生子（Fg）西田有希（Hr）

19:10~
21. 芥川也寸志作曲 弦楽のための三楽章（トリプティーク）より第 1 楽章
(1stVn) 山田百香 尾下遥 田村隆行 沼尻茜 場生松ゆみ 丸森あゆみ

9．クルークハルト作曲 木管五重奏曲 Op.79 より第 3･4 楽章
田部知歌（Fl）江上胡桃（Ob）阿部那弥（Cl）吉田眞生子（Fg）西田有希（Hr）

(2ndVn) 櫻井暁 内平あかり 北本めぐみ 長田翔 御供信薫
(Va) 篠田京香 池邉磨耶 岡本果歩 小岩陽菜 杉山明日香 土屋まい 渡邉瑞貴
(Vc) 東條優香子 大杉結希 岡田静英 平井香織
(Cb) 小林明莉 澤井亜珠花 髙橋奏太

22. 管楽セレナーデ Op.44 より第 1･2･4 楽章
(Ob)早田琴子
大谷文子

鹿志村舞 (Cl) 國頭響 山本美鈴 (Fg) 南原恵

錦織早彩 (Hr) 山内研登 倉掛涼

櫻井柚香

(Vc )大杉結希 (Cb) 小林明莉

23. エルガー作曲 弦楽のためのセレナーデホ短調作品 20
(1stVn) 岩本光希 三村まどか 山田百香 田村隆行 櫻井暁
(2ndVn) 尾下遥 天満真之介 田口知花 菊池祐里菜 鈴木彩葉
(Va) 池邉磨耶 稲垣玲於奈 趙哲行 高杉幸太郎
(Vc) 吉田早希 大久保智 東條優香子 大杉結希
(Cb) 小室公太 竹迫優人
≪一年オケ≫
20:10~
・チャイコフスキー作曲 歌劇『エフゲニーオネーギン』よりワルツ 指揮：加藤空
(1stVn) 御供信薫 中里見徹 濱地宏典 西拓音 薗田大二郎 安田南美 渡部雛
(2ndVn) 沼尻茜 佐藤浩樹 阿部江里子 杉本美沙希 保高悠子 天満真之介 尾下遥
山田百香 長田翔
(Va) 岡本果歩 小林珠実 趙哲行 稲垣玲於奈 安井裕紀 高杉幸太郎 池邉磨耶
篠田京香 小岩陽菜
(Vc) 金尾智華 石山早紀 宇佐見遥 税所優樹 東條優香子 大杉結希
(Cb) 毛利一馬 澤井亜珠花 竹迫優人 小林明莉
(Fl) 小坂田彩加 林香菜 (Picc/Fl) 青木由理江 (Ob) 鹿志村舞 菊池知世
(Cl) 唐澤はるか 山本美鈴 (Fg) 錦織早彩 南原恵 (Hr) 佐藤圭一郎 櫻井柚香 大谷文子 山内研登
(Tp) 早乙女佳子 岩附真結子 中多里奈 (Tb) 米戸鈴美香 志賀美月 城戸望帆 (Perc) 神野紗貴
・チャイコフスキー作曲 交響曲第 5 番第 4 楽章 指揮：西拓音
(1stVn) 御供信薫 中里見徹 濱地宏典 薗田大二郎 安田南美 渡部雛 田村隆行 場生松ゆみ
(2ndVn) 沼尻茜 佐藤浩樹 阿部江里子 杉本美沙希 保高悠子 天満真之介 尾下遥 山田百香 長田翔
(Va) 岡本果歩 小林珠実 趙哲行 稲垣玲於奈 安井裕紀 高杉幸太郎 池邉磨耶 篠田京香 小岩陽菜
(Vc) 金尾智華 石山早紀 宇佐見遥 税所優樹 東條優香子 大杉結希
(Cb) 毛利一馬 澤井亜珠花 竹迫優人 小林明莉
(Fl) 林香菜 小坂田彩加 (Picc/Fl) 青木由理江（Ob）菊池知世 鹿志村舞 (Cl) 山本美鈴 唐澤はるか
(Fg) 南原恵 錦織早彩 (Hr) 佐藤圭一郎 大谷文子 櫻井柚香 倉掛涼
(Tp) 中多里奈 岩附真結子 早乙女佳子 (Tb) 加藤空 志賀美月 米戸鈴美香
(Tub) 高橋祐梨子 (Perc) 神野紗貴

