
出演者紹介

彩の国 JuniorENSEMBLE　

メンバー：渋谷朋花、大塚ゆきの、大塚みらい、花田涼香、藤巻陽南、渋谷帆乃花、中村僚太、平飛鳥、小林里桜 、政田和奏    

演奏サポーター：山崎太陽さん、久保田佑里さん

彩の国 基礎とアンサンブルの為のセミナー２０１７　合奏・室内楽受講生

渋谷朋花、福山芙蓉、吉田薫子、衛藤理子、上見麻里子、倉沢茉紘、中村僚太、島野陽菜、岡田麗央菜

羽鳥うらら
（ヴァイオリン）

演奏曲:ヴュータン作曲 ヴァイオリン協奏曲第５番イ短調作品３７より第１楽章　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 伴奏：前島七菜子氏

7 才よりヴァイオリンを始める。現在瀬戸瑶子、向井理子の各氏に師事。第 19 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール審

査員特別賞、第 15 回日本演奏家コンクール第 3 位、協会賞受賞。今春より中学 3 年生。

森内祐歌
（ヴァイオリン）

演奏曲：カミーユ＝サン・サーンス作曲 ハバネラ　op.83　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　伴奏：阿久津絵美先生

3 歳よりヴァイオリンを始める。第 35 回静岡学生音楽コンクール第１位。かめらーた浜松第１回ジュニアソリストコンサートにて

オーケストラと共演。現在、椙山久美氏に師事。

山中里紗
（ヴァイオリン）

演奏曲：メンデルスゾーン作曲 ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品６４より第１楽章　　　　　　　　　　　　　　　  　　伴奏：米山多佳子先生

5 歳よりピアノ、6 歳よりヴァイオリンを始める。第 11 回洗足学園ジュニア音楽コンクール 奨励賞、第 58 回鎌倉音楽コンクー

ル第 3 位、彩の国 StringCompetition 1st C 部門 審査員賞、第 8 回全日本芸術協会コンクール関東本選第 3 位、第 61 回鎌

倉学生音楽コンクール第 2 位、第 9 回ベーテン音楽コンクール全国大会 5 位、彩の国 String Competition 4th D 部門 優秀

賞。これまでに恵藤久美子氏、現在、松原勝也、百瀬久美の各氏に師事。

山口絢
（ヴァイオリン）

演奏曲：イザイ作曲 無伴奏ソナタ第２番　全楽章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 歳半よりヴァイオリンを始める。第 29 回全日本ジュニアクラシックコンクール第 1 位、第 24 回日本クラシック音楽コンクール

第 5 位、第 3 回Kアンリミテッド音楽コンクール優秀賞、第 69、70回全日本学生音楽コンクール東京大会入選、第 4 回デザ

イン Kコンクール第 3 位、第 3 回彩の国 String Competition 優秀賞。2015 年より長野国際音楽祭、かさま国際音楽アカデ

ミーに参加。現在、澤和樹、山崎貴子、橋本洋の各氏に師事。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 1 年次在学中。

兵働貴紀
（ヴァイオリン）

演奏曲：プロコフィエフ作曲 第１番ニ長調より第２楽章　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　 伴奏：米山多佳子先生

5 歳より、スズキメソード音楽教室にてヴァイオリンを始める。11 歳より、東邦音楽大学白井英治氏、宮野陽子氏、村越麻希子氏に師事。13

歳より、木野雅之氏、矢嶋佳子氏、中嶋斉子氏に師事。16 歳より、田中晶子氏に師事。2014 年に第 1、2 回みやこじま青少年国際音楽祭に

参加し、イヴリー・ギトリス氏と共演。2014、2016 年にウィーンフィルヴァイオリン奏者ルネ・スタール氏による公開レッスンを受ける。2015、2016

年に木野雅之白馬ミュージックセミナーマスタークラスに参加。2016 年にハビブ・カヤレイ氏マスタークラスに参加。2016 年にユーロミュー

ジックフェスティバル in ハレに参加。カトリン・ハーゲン氏に師事。2016 年に球磨川音楽祭に参加。木野雅之氏による公開レッスンを受ける。

藤巻陽南
（ヴァイオリン）

演奏曲：ヴィターリ作曲 シャコンヌ                                                                                                          伴奏：阿久津絵美先生

3 歳からピアノ、4 歳からヴァイオリンを始める。現在植村理葉氏、田中晶子氏に師事。彩の国 StringCompetition 2 ndB 部門第 1 位、第 16 

回日本演奏家コンクール小学生高学年の部奨励賞(最高位)、第 27 回全日本シュ゙ニア クラシック音楽コンクール小学校高学年の部奨励賞、

2015 年度ユーロアシア゙ヤンク国゙際コンクール Under12 奨励賞。彩の国学生演奏会 I 及ひI゙Iに出演。第 3 回 JASTA フレッシュコンサートに

てソリストとしてオーケストラと共演。第 31 回かなかわ゙音楽コンクール神奈川新聞 社賞受賞。第 69 回全日本学生音楽コンクール東京大会

入選。白百合学園小学校 ６年生。

花田涼香
（ヴァイオリン）

演奏曲:ブルッフ作曲 バイオリン協奏曲第１番ト短調 op ２６より第３楽章　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　伴奏：米山多佳子先生

2003 年生まれ。3 才からピアノ、5 才からバイオリンを始める。　第 10回セシリア国際音楽コンクール第 4 位、第 9 回ベーテン

音楽コンクール第 2 位、第 16 回大阪国際音楽コンクール入選、第 17 回大阪国際音楽コンクールユース部門第 4 位、第 17

回日本演奏家コンクール入選、彩の国 StringCompetition3rd奨励賞。現在、小籠郁子氏に師事。

大塚みらい
（ヴァイオリン）

演奏曲：バルトーク作曲 無伴奏ソナタ第１番 Ｓｚ.１１７より第１、２楽章
2001 年生まれ。吉川朝子、水野佐知香各氏に師事。第 31 回かながわ音楽コンクール 中学生の部 最優秀賞並びに全部門を通して準大賞

及び神奈川新聞社賞受賞。第２４回日本クラシック音楽コンクール全国大会第５位。第 69 回全日本学生音楽コンクール東京大会入選。ハ

マのジャック本選にて NHK交響楽団メンバーによる弦楽五重奏とソリストとして共演。彩の国 StringCompetition ３ｒｄ中学生部門最優秀賞並

びに全部門を通して BestQualifier 賞、OlehKrysa International Violin Competition 2016 ヤングアーチスト賞、CONCERT VIVANTオーディ

ション優秀賞受賞。仏・パブロ カザルス国際音楽アカデミー、伊・ピエディルーコ国際音楽セミナー並びに同音楽祭に参加し現地にて多数

コンサート出演,東日本大震災復興プロジェクト「千の音色でつなぐ絆コンサート」ソリスト出演。東洋英和女学院高等部１年。

大塚ゆきの
（ヴァイオリン）

演奏曲：チャイコフスキー作曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.３５より第 1、3 楽章　　　　　                       伴奏：阿久津絵美先生

1999 年生まれ。原田幸一郎、水野佐知香、神谷美千子各氏 に師事。第 8 回セシリア国際音楽コンクール第 1 位並 ひに゙審査員長賞、第 

16 回洗足学園シュ゙ニア 音楽コンクール中学生部門最優秀賞並びに全部門を通してクラ゙ンフリ゚受賞。第 24 回日本クラシック音楽コンクール

全国大会第３位。受講費免除にてヒエ゚ティ゙ ルーコ国際音楽セミナー参加、同音楽祭コ ンコルソ第１位。第 69 回 全日本学生音楽コンクール

全国大会入選。Oleh Krysa International Violin Competition2016 ティ゙フロ゚マ、CONCERT VIVANTオーディション優秀賞受賞。ハプロ゙ カ ザ

ルス国際音楽アカテミ゙ー受講及ひゴンサート出演。東日本大震災復興「千の音色でつなぐ絆コンサート」ソリスト出演。2017 年東京国際芸術

協会主催にてソロリサイタル開催。2015 年桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ティ゙フロ゚マコース及 ひ東゙洋英和女学院高等部入学。現在２年生。

菅原千尋
（ピアノ）

演奏曲：ベルコヴィッチ作曲「パガニーニの主題による変奏曲」
菅原　千尋、3 歳よりピアノを始め、現在菅野可愛氏に師事。2014 年第 22 回ヤングアーチストピアノコンクールにてＡグループ銀賞（金賞該

当なし）。2015 年第 17 回日本演奏家コンクールにて小学生低学年の部第１位、第 28 回荻窪音楽祭フレッシュジュニアコンサートにて日本

フィルハーモニー交響楽団メンバーと共演。2016 年第 24 回ヤングアーチストピアノコンクールにてＢグループ銀賞（金賞該当なし）、第 17

回大阪国際音楽コンクールにてＥ 2グループエスポワール賞を受賞。

渋谷綾花
（フルート）

演奏曲：シャミナード作曲コンチェルティーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伴奏：齋藤順子先生

10歳からフルートを始める。沢野　茜、高久　進各氏に師事。現在、武蔵野音楽大学付属音楽高等学校 2 年生。

チケット：１０００円（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　チケットお問合せ:さくら Music office      E mail: office@sakuramusic.jp　または０３-３２２４-９１１２まで

mailto:office@sakuramusic.jp

