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最新情報は
LINEでも！石井 来実

 G級銀賞

角谷 春奈
Jr.G級銀賞

原田 怜
Jr.G級金賞／靖子賞第2位

進藤 実優
特級銀賞・聴衆賞

峰尾 知里
Pre特級銅賞

国本 奈々
 G級金賞／靖子賞第1位

野村 友里愛
 特級グランプリ

入賞者記念コンサート

第45回ピティナ・ピアノコンペティション 
ソロ・デュオ部門

2021年度ピティナ・ピアノコンペティション全国大会の入賞者が総出演。
A1級から特級、連弾（1台4手）にわたる、才能豊かな演奏の数々を第一生命ホールでお楽しみください。

2022.3.20〔日〕第一生命ホール（東京・勝どき）第1部13:00～  第2部18:00～

一般：3,500円
会員・学生：3,000円
※各部チケットが必要です

詳細はこちら

チケット好評発売中！

（終演予定時刻 第1部 15:30／第2部 20:15）



1 C級［金賞］ 岡本 志乃
ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66

2 C級［金賞］ 長松 海世
シューマン＝リスト編：献呈 S.566 R.253

3 D級［金賞］ 荘田 康太
リスト：《超絶技巧練習曲集》 より 第10番  
　　　ヘ短調 S.139-10

4 E級［金賞］ 安井 友理
ドビュッシー：《12のエチュード》 より 「8本の指のために」、
　《12のエチュード（練習曲）》 より 「反復する音符のために」

5 F級［金賞］ 渡邊 伽音
プロコフィエフ：ピアノソナタ第6番「戦争ソナタ」 
　　　　　　　イ長調 Op,82 より 第4楽章

6 連弾上級［金賞］ 芝田 奈々／佐藤 和大
シューベルト：《フランスのモティーフによるディヴェルティメント》D823 より
　　　　　　「アンダンティーノと変奏曲（フランスの主題による）」 Op.84-1

7 Jr.G級［金賞・福田靖子賞第2位］ 原田 怜
グノー＝リスト編：歌劇「ファウスト」のワルツ 
　　　　　　　　S.407 R.166

8 G級［金賞・福田靖子賞第1位］ 国本 奈々
チャイコフスキー＝プレトニョフ編：組曲《くるみ割り人形》 より 「行進曲」
「金平糖の踊り」「ロシアの踊り」「中国の踊り」「アンダンテ・マエストーゾ」

9 特級 ［銀賞］ 進藤 実優
リスト：ハンガリー狂詩曲第12番 嬰ハ短調 S.244-12

10. 特級グランプリ 野村 友里愛
モーツァルト：ピアノ四重奏曲第1番 
　　　　　　ト短調 K.478 より 第1楽章（室内楽）

1 A1級［金賞］ 中矢 紳太
グリーグ：《抒情小品集》 より
　「ノルウェーの旋律」 Op.12-6、「ワルツ」 Op.38-7

2 A1級［金賞］ 山路 優美
ショパン：マズルカ ト短調 Op.67-2

3 A1級［金賞］ 田村 龍之介
メンデルスゾーン：《無言歌集 第2巻》 より 
　　　　　　　　「ヴェネツィアの舟歌」 Op.30-6

4 A1級［金賞］ 関本 奏
クレメンティ：ソナチネ ハ長調 Op.36-1 より  
　　　　　　第1楽章、第3楽章

5 B級［金賞］ 橋本 直樹
シベリウス：《10の小品》 より 「カプリス」 
　　　　　ホ短調 Op.24-3

6 B級［金賞］ 大石 葵
モシュコフスキ：タランテラ Op.77-6

7 B級［金賞］ 塚本 侑真
メンデルスゾーン：《音楽スケッチ》 より 第2番 
　　　　　　　　ト短調 「プレスト・アジタート」

8 B級［金賞］ 佐々木 実紅
ショパン：ノクターン 第20番 嬰ハ短調 遺作

9 連弾初級A［銀賞］ 坂本柚歌／坂本湊太
テュルク：ソナチネ第3番 ハ長調

10 連弾初級B［金賞］ 碓井 愛梨／碓井 悠真
フォーレ：組曲《ドリー》 より 「子守唄」 Op56-1

11 連弾初級C［金賞］ 鯉渕 栞朱／長松 海世
ブラームス：《ハンガリー舞曲集》 より 第1番 ト短調

12 C級［金賞］ 古賀 天希
モーツァルト：ピアノソナタ第12番 
　　　　　　ヘ長調 K.332 より 第3楽章

13 C級［金賞］ 羽賀 啓人
プーランク：《15の即興曲》 より 第1番、第3番

14 連弾中級A［金賞］ 古荘 陽彩／古荘 瑛大
ピアソラ：Decarisimo（デカリシモ）

15 連弾中級B［金賞］ 松田 美海／井上 夏音
ドヴォルザーク：《ボヘミアの森》 より 第6番
　　　　　　　「騒がしい時」 Op.68-6

16 D級 ［銀賞］ 渡辺 蓮
ショパン：ワルツ 第1番 変ホ長調
　　　　 「華麗なる大円舞曲」 Op.18

17 E級 ［銀賞］ 室崎 恵太朗
リスト：《パガニーニによる大練習曲》 より 第6番 
　　　イ短調 S.141-6

18 F級 ［銀賞］ 鈴木 結
ラヴェル：組曲《鏡》 より 「道化師の朝の歌」

19 Jr.G級 ［銀賞］  角谷 春奈
シューマン：ピアノソナタ第3番 ヘ短調 Op.14 より
　　　　　第1楽章

20 Ｇ級 ［銀賞］  石井 来実
スクリャービン：幻想曲 ロ短調 Op.28

21 Pre特級［銅賞］ 峰尾 知里
ラフマニノフ：《楽興の時》 Op.16 より 第3番、第4番

22 特級グランプリ 野村 友里愛
リスト：《巡礼の年 第2年 イタリア》 より 
　　　「ダンテを読んで ～ソナタ風幻想曲」

■ 第 1部 13:00～

■ 第 2部 18:00～

※曲目・出演者は変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。


