
 

 

第 24 回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA  

受賞者・参加者記念 ガラコンサート  

 The 24th International Chopin Piano Competition in ASIA Gala Concert 

2023 年 2月 4 日（土） 

板橋区立文化会館 小ホール 

開演 12:30（開場 12:20） 

入場無料／全席自由 

出演者 

第 24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 受賞者および参加者 

♪本コンサートは何回でも入退場可能です。ただし、演奏中の出入りはご遠慮ください。 

♪未就学児も入場可能です。会場が混み合ってきた場合には、保護者様の膝の上にてご鑑賞をお願い 

する場合がございますことをご了承ください。 

♪記載時間は予定です。前後する場合がございますことをご了承ください。 

♪出演者・曲目は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

♪チケットや予約等は必要ありません。ただし、全席自由のため満席の際は入場を制限させて頂く 

場合がございますことをご了承ください。 

主催：ショパン国際ピアノコンクール in ASIA組織委員会  

お問い合わせ：TEL 03-6907-2474  

 

 

◆ ◆ ◆ Program ◆ ◆ ◆ 

12:30開演（予定） 

尾上 葵 幼児部門アジア大会金賞 ネッフェ：カンツォネッタ ハ長調 

J.S.バッハ：メヌエット BWV Anh.114 ト長調 

木田 茉莉奈 幼児部門アジア大会金賞 ネッフェ：カンツォネッタ ハ長調 

ポーランド民謡（グロット編曲）： 

クラコヴィアクのおどり１番 

小野寺 謙大 幼児部門アジア大会金賞 モーツァルト：メヌエット K.2 ヘ長調 

J.S.バッハ：メヌエット BWV Anh.114 ト長調 

猪子 義仁 小学 1・2年生部門全国大会出場 J.S.バッハ：インヴェンション第 4番 BWV775 

ショパン：ポロネーズ ト短調 遺作 

山本 亜里沙 小学 1・2年生部門アジア大会出場 ショパン： 

ワルツ 変ニ長調 作品 64-1《小犬のワルツ》 

舘 陽音子 小学 1・2年生部門アジア大会出場 ショパン：ワルツ《ソステヌート》変ホ長調 遺作 

ショパン：ポロネーズ 変イ長調 遺作 

柴谷 花香  小学 1・2年生部門アジア大会銅賞 ショパン： 

ワルツ 変ニ長調 作品 64-1《小犬のワルツ》 

  
裏面に続く 



 

 

城野 晃希 小学 1・2年生部門アジア大会銀賞 J.S.バッハ：インヴェンション第 8番 BWV779 

ショパン：練習曲 ヘ短調 作品 25-2  

大能 衣緒 小学 1・2年生部門アジア大会金賞 ノスコフスキ： 

ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ より 

第 109番ものおもい（ドゥムカ）、第 77 番ワルツ 

新川 梨多 小学 3・4年生部門アジア大会銅賞 クログルスキ：ショパン風マズルカ ホ短調 

杉本 愛莉 小学 3・4年生部門アジア大会金賞 ショパン：ワルツ 変イ長調 作品 69-1 遺作 

山路 優美 コンチェルト I 部門アジア大会金賞 ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 作品 66 

松尾 陽栞 コンチェルト AB部門アジア大会金賞 ショパン： 

ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 

山川 夏凜 小学 5・6年生部門アジア大会銅賞 ショパン：ワルツ ヘ長調 作品 34-3 

岡田 怜大 小学 5・6年生部門アジア大会金賞 レシェティツキ：ロマンス（慰め） 

凌 琳芝 小学 5・6年生部門アジア大会金賞 ショパン：ワルツ 変イ長調 作品 42 

～ 10 min intermission ～ 

13:50頃（予定） 

笠高 悠花 ショパニストB部門アジア大会金賞 ショパン：序奏とロンド 変ホ長調 作品 16 

関 愛 ショパニスト S部門アジア大会銀賞 ショパン：バラード 第 1番 ト短調 作品 23 

酒井 理恵 ショパニスト S部門アジア大会奨励賞 ショパン：即興曲 第 2番 嬰ヘ長調 作品 36 

松井 絵里 ショパニスト S部門アジア大会銀賞 ショパン：バラード 第 1番 ト短調 作品 23 

土屋 眞澄 ショパニスト S部門アジア大会金賞 ショパン：バラード 第 4番 ヘ短調 作品 52  

氏家 貴子  ショパニストA部門アジア大会奨励賞 ショパン：前奏曲 嬰ハ短調 作品 45 

ショパン：マズルカ ロ長調 作品 56-1 

矢野 晶子 ショパニストA部門アジア大会金賞 ショパン：スケルツォ 第 1 番 ロ短調 作品 20 

 ～ 10 min intermission ～ 

15:30頃（予定） 

松本 麗来 コンチェルト AB 部門 全国大会出場 ショパン：ポロネーズ 変ホ短調 作品 26-2 

島田 瑚子 高校生部門アジア大会金賞 ショパン：練習曲 ホ短調 作品 25-5 

ショパン：序奏とロンド 変ホ長調 作品 16 

片岡 琴佑 高校生部門アジア大会金賞 ショパン：練習曲 ホ短調 作品 25-5 

ショパン：練習曲 変ト長調 作品 10-5 

ショパン：ソナタ 第 2番 作品 35 第 1、4楽章 

真鍋 響都 高校生部門アジア大会金賞 ショパン：練習曲 ハ長調 作品 10-1 

ショパン：ソナタ 第 3番 作品 58 第 4 楽章 

高橋 優希 大学生部門アジア大会金賞 ショパン：練習曲 ロ短調 作品 25-10 

ショパン：バラード 第 2番 ヘ長調 作品 38 

早川 結奈 ソロアーティスト部門アジア大会金賞 ショパン：練習曲 ヘ長調 作品 10-8 

ショパン：マズルカ 作品 56-1、56-2 

ショパン：幻想曲 ヘ短調 作品 49 

17:00頃終演（予定） 


