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（１年次） （２年次）

第１日 ２０１８年　６月３０日（土）

１１：００　～　１１：５７ Percussion

１３：００　～　１６：１６ Flute　Oboe　Clarinet

１６：４５　～　１８：２８ Saxophone

第２日 ２０１８年　７月１日（日）

１１：００　～　１３：０９ Horn　Trumpet

１４：００　～　１７：１９ Trombone　Euphonium　Tuba

尚美ミュージックカレッジ専門学校

コンセルヴァトアール ディプロマ科　管打楽器専攻

２ ０ １ ８ 年度

第１回、第３回実技試験



１１：００～

1 . 江田 匠汰 Percussion　１年 西久保 友広 先生

シロフォン小協奏曲 黛 敏朗

Concertino for Xylophone and Orchestra Toshiro Mayuzumi

2 . 髙橋 昇三 Percussion　１年 小川 佳津子 先生

木はやはりなにも言わない 権代 敦彦

wood still says nothing for marimba Atsuhiko Gondai

3 . 岩下 美香 Percussion　２年 小川 佳津子 先生

デュアリテ 宮本 愛子

Dualités Aiko Miyamoto

4 . 栗原 里沙 Percussion　２年 小川 佳津子 先生

ザ・ドルフィン ルイス・エサ

The Dolphin Luiz Eça

聖なる丘に天使が遊ぶ 浜田 均

Hamada Hitoshi

5 . 牛ノ濱 沙織 Ｆｌｕｔｅ　１年 佐久間 由美子 先生 Pf. 米丸 咲季子

シリンクス クロード・ドビュッシー

Syrinx Claude Debussy

ソナチネ アンリ・デュティユー

Sonatine pour flûte et piano Henri Dutilleux

6 . 瀬戸 由衣香 Ｆｌｕｔｅ　１年 宮崎 由美香 先生 Pf. 成田 有花

「ミニヨン」の主題によるグランドファンタジー ポール・タファネル

Grande Fantaisie sur Mignon -Opera Comique d'Ambroise Thomas Paul Taffanel

7 . 稲毛 里奈 Ｆｌｕｔｅ　２年 佐久間 由美子 先生 Pf. 津田 大介

リノスの歌 アンドレ・ジョリヴェ

Chant de Linos André Jolivet

第１日

１３：００～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――　　休　憩　　――
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8 . 大和田 璃奈 Ｏｂｏｅ　１年 辻　功 先生 Pf. 川畑 奈保

オーボエソナタ ニ長調 作品１６６ カミーユ・サン=サーンス

Sonata pour hautbois et piano Op.166 Camille Saint-Saëns

9 . 倉元 綾香 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　１年 中村 めぐみ 先生 Pf. 山崎 夏子

クラリネットソナタ 第二番より　第一、第二楽章 ヨハネス・ブラームス

Klarinette Sonate No.2 mov. I, II Johannes Brahms

10 . 小林 華菜子 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　１年 ｺﾊｰﾝ･ｲｼｭﾄﾊﾞｰﾝ 先生 Pf. 荒川 真央

クラリネットソナタ 第一番 ヘ短調 作品１２０より 第一楽章 ヨハネス・ブラームス

Sonate für Klarinette und Klavier Nr.1 f-Moll Op. 120 mov.I Johannes Brhams

クラリネットとピアノのためのソナチネより 第三楽章 ジョーゼフ・ホロヴィッツ 

Sonatina for clarinet and piano mov.III Joseph Horovitz

11 . 佐藤 寿々歌 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　１年 中村 めぐみ 先生 Pf. 鈴木 由紀子

ソナチネ ボフスラフ・マルティヌー

Sonatina pour Clarinette Si♭ et Piano Bohuslav Martinů

12 . 上田 宏美 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 松本 健司 先生 Pf. 川瀬 紗綾

幻想小曲集 作品４３ ニルス・ゲーゼ

Fantasiestücke Op.43 Niels Gade

13 . 近野 千昌 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 芳賀 史徳 先生 Pf. 木下 真央

コンチェルトシュトゥック レイモン・ガロワ=モンブラン

concertstück Raymond Gallois-Montbrun

前奏曲 クシシュトフ・ペンデレツキ 

Prelude for Clarinet Solo in B♭ Krzysztof Penderecki

14 . 鈴木 南 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 伊藤 寛隆 先生 Pf. 津田 大介

クラリネット協奏曲 第二番より 第一楽章 ルイ・シュポア

Klarinettenkonzert Nr.2 mov.I Louis spohr

前奏曲 クシシュトフ・ペンデレツキ

Prelude for Clarinet Solo in B♭ Krzysztof Penderecki

――　　休　憩　　――

――　休　憩　――
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15 . 宅間 早希 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 亀井 良信 先生 Pf. 仲地 朋子

クラリネットとピアノのためのソナタ フランシス・プーランク

Sonate pour clarinette et piano Francis Poulenc

16 . 宮﨑 蕗 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 松本 健司 先生 Pf. 鈴木 由紀子

クラリネット協奏曲 第四番より 第一楽章 ルイ・シュポア

Klarinettenkonzert Nr.4 mov.I Louis Spohr

前奏曲 クシシュトフ・ペンデレツキ

Prelude for Clarinet Solo in B♭ Krzysztof Penderecki

17 . 吉田 有希 Ｃｌａｒｉｎｅｔ　２年 伊藤 寛隆 先生 Pf. 津田 大介

クラリネット協奏曲第四番 ホ短調より 第一楽章 ルイ・シュポア

Konzert für Klarinette und Orchester Nr.4 e-moll mov.I Louis Spohr

１６：４５～

18 . 小熊 祥太 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　１年 中村 均一 先生 Pf. 佐藤 友美

アルトサクソフォーンと吹奏楽のための協奏曲より 第一、第三楽章 ポール・クレストン

Concert for Alto saxophone and orchestra mov.I, III Paul Creston

19 . 信太 晃太郎 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　１年 大城 正司 先生 Pf. 大嶋 千暁

サクソフォーン協奏曲 変ホ長調 アレクサンドル・グラズノフ 

Concerto en Mi Bemol Aleksandr Glazunov

20 . 飯塚 恭平 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　２年 田村 真寛 先生 Pf. 大嶋 千暁

コテカン ピート・スウェルツ

Kotekan Piet Swerts

21 . 石橋 弘旭 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　２年 林田 和之 先生 Pf. 藤光 直美

サクソフォーン協奏曲より 第二、第三楽章 ポール・クレストン

Concert for Alto saxophone and orchestra mov.II, III Paul Creston

――　休　憩　――

――　休　憩　――
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22 . 大谷 英紗子 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　２年 有村 純親 先生 Pf. 松岡 芽衣

前奏曲、カデンツと終曲 アルフレッド・デザンクロ

Prélude, Cadence et Finale Alfred Desenclos

23 . 鷹野 圭 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　２年 有村 純親 先生 Pf. 飯田 茜

伝説 フローラン・シュミット

Légende Florent Schmitt

24 . 早川 実花 Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　２年 平野 公崇 先生 Pf. 佐藤 友美

スカラムーシュ ダリウス・ミヨー

Scaramouche Darius Milhaud

１１：００～

25 . 戸田 大貴 Ｈｏｒｎ　１年 西條 貴人 先生 Pf. 遠藤 直子

ホルン協奏曲 変ロ長調 作品９１より 第一楽章 レインゴリト・グリエール

Horn Concerto in B-flat major Op.91 mov.I Reinhold Glière

26 . 植付 葉月 Ｈｏｒｎ　２年 村中 美菜 先生 Pf. 宮内 里恵

ホルン協奏曲 第二番 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

Konzert für Horn und Orchester Es-dur, KV417 Wolfgang Amadeus Mozart

27 . 関 結稀 Ｈｏｒｎ　２年 溝根 伸吾 先生 Pf. 野代 奈緒

ホルンソナタ へ長調 作品１７より 第一楽章 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

Sonate für Horn und Pianoforte F-Dur Op.17 mov.I Ludwig van Beethoven

ホルンのための６つのメロディーより ３.アンダンテ・カンタービレ シャルル・グノー

Six mélodies pour le cor à pistons III.Andante cantabile Charles Gounod

28 . 星亀 笙子 Ｈｏｒｎ　２年 澤　敦 先生 Pf. 岩井 麻莉央

ホルン協奏曲第一番 変ホ長調より 第一、第三楽章 リヒャルト・シュトラウス

Konzert für Waldhorn und Orchester Es-Dur mov.I, III Richard Strauss

――　休　憩　――

第２日
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29 . 小番 由華 Ｔｒｕｍｐｅｔ　１年 山本 英司 先生 Pf. 松岡 亜希子

トランペット協奏曲 ハ長調 トマゾ・アルビノーニ 

Konzert für Trompete C-dur Tomaso Albinnoni

30 . 大川 千瑛 Ｔｒｕｍｐｅｔ　２年 宮澤 聰宏 先生 Pf. 佐塚 志麻子

トランペットとピアノのためのソナタ ケント・ケナン 

Sonata for Trumpet and Piano Kent Kennan

31 . 瀬戸口 茜 Ｔｒｕｍｐｅｔ　１年 中山 貴崇 先生 Pf. 米丸 咲季子

トランペット協奏曲 変ホ長調 ヨハン・バプティスト・ゲオルク・ネルーダ

Trompeten konzert in Es-Dur Johann Baptist Georg Neruda

32 . 森 未来 Ｔｒｕｍｐｅｔ　１年 山本 英司 先生 Pf. 棚橋 由美

トランペット協奏曲 ロベール・プラネル

Concerto pour orchestrate a cordes Robert Planel

33 . シモンズ慶敏 Ｔｒｕｍｐｅｔ　１年 宮澤 聰宏 先生 Pf. 佐塚 志麻子

トランペット協奏曲 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

Trumpet Concerto Franz Joseph Haydn

34 . 岩本 麻祐子 Ｔｒｏｍｂｏｎｅ　１年 池上 亘 先生 Pf. 高良 仁美

トロンボーン協奏曲 作品１１４より 第一、第二楽章 デリク・ブルジョワ

Trombone Concerto op.114 mov.I, II Derek Bourgeois

35 . 南雲 優佑 Ｔｒｏｍｂｏｎｅ　１年 青木 昴 先生 Pf. 坂本 真璃恵

トロンボーンとピアノのためのソナタ パウル・ヒンデミット

Sonata for trombone and piano Paul Hindemith

36 . 山本 知美 Ｔｒｏｍｂｏｎｅ　２年 古賀 光 先生 Pf. 高良 仁美

小協奏曲 より抜粋 エルンスト・ザクセ

Concertino Ernst Schse

コラール、カンデンツァとフーガ アンリ・デュティユー

Choral, Cadenza et Fugato Henri Dutilleux

１４：００～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――　休　憩　――
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37 . 奥山 就生 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　１年 齋藤 充 先生 Pf. 佐藤 友美

ユーフォ二アム協奏曲 ウラジミール・コスマ

Euphonium Concerto Vladimir cosma

38 . 崎山 菜緒 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　１年 荒木 玉緒 先生 Pf. 大川 香織

独り言 第一楽章 ジョン・スティーブンス

Soliloquies mov.I John Stevens

トリオ・ソナタ　第一番　BWV525 ジャン・セバスチャン・バッハ

Sonate en trio No.1 BWV525 Johann Sebastian Bach

39 . 森若 彩一子 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　１年 齋藤 充 先生 Pf. 佐藤 友美

協奏的幻想曲 エデュアルド・ボッカラーリ

Fantasia di concerto Eduardo Boccalari

40 . 神山 剛央 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　２年 齋藤 充 先生 Pf. 佐藤 友美

マドリガル エンリケ・グラナドス

Madrigal Enrique Granados

トリオ・ソナタ　第一番　BWV525 ヨハン・セバスティアン・バッハ

Sonate en trio No.1 BWV525 Johann Sebastian Bach

41 . 渡辺 裕也 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　２年 佐藤 信之 先生 Pf. 大川 香織

トリオ・ソナタ　第一番　BWV525 ヨハン・セバスティアン・バッハ

Sonate en trio No.1 BWV525 Johann Sebastian Bach 

42 . 佐藤 悠光 Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　３年 齋藤 充 先生 Pf. 佐藤 友美

マドリガル エンリケ・グラナドス

Madrigal Enrique Granados

ヴィンテージ デイヴィッド・ギリングハム

Vintage David Gillingham

――　休　憩　――

　――　休　憩　――
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43 . 齋藤 哲司 Ｔｕｂａ　１年 大塚 哲也 先生 Pf. 杉野 裕子

コンチェルティーノ 作品７７ ヤン・クーツィール

Concertino Op.77 Jan Koetsier

44 . 田中 滉之佑 Ｔｕｂａ　１年 大塚 哲也 先生 Pf. 伊東 茉帆

幻想小曲集 ロベルト・シューマン

Fantasiestücke Robert Schumann 

45 . 木村 夏樹 Ｔｕｂａ　２年 池田 幸広 先生 Pf. 竹田 亜由美

テューバのための小協奏曲 ロルフ・ヴィルヘルム

Concertino for Tuba Rolf Wilhelm

46 . 瀬古 旭代 Ｔｕｂａ　２年 佐藤 和彦 先生 Pf. 松岡 亜希子

テューバソナタ トリグヴェ・マドセン

Sonata for Tuba Trygve Madsen

47 . 若林 毅 Ｔｕｂａ　２年 次田 心平 先生 Pf. 杉野 裕子

無伴奏テューバのための組曲 ウォルター・ハートレー

Suite for Unaccompanied Tuba Walter Hartley

テューバとピアノのためのソナタ ブルース・ブロートン

Sonata for Tuba and Piano Bruce Broughton

CONSERVATOIRE DIPLOMA
Wind & Percussion Division

ディプロマ フレッシュコンサート ２０１８
コンセルヴァトアールディプロマ科 管打楽器専攻 成績優秀者によるミニリサイタル

２０１８年１０月２１日（日）　１３時３０分 開演（予定）
尚美バリオホール
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