
部門 作曲者 曲名 使用楽譜 演奏時間

プリティ W.ギロック インディアンの踊り 全音/ギロックベスト1 1’30”

プリティ C.グルリット こども音楽会 9. ガヴォット Op.210-9  カワイ/ぷち・あ・ら・かると（こども音楽会） 0’40”

プリティ W.ギロック ガラスの靴 全音/はじめてのギロック 1’20”

プリティ F.ブルグミュラー 25の練習曲より 3. パストラル 共同/こどものブルグミュラー(25の練習曲より） 1’00”

プリティ 轟 千尋 風といっしょに 音友/ぴあのでものがたり 1’35”

プリティ 平吉 毅州 五月の風 カワイ/虹のリズム 0’55”

プリティ D.カバレフスキー 24の小品集より 20. 道化師 全音/こどもピアノ名曲集1 0’30”

ジュニアA 湯山 昭 ぼくのゆめ カワイ/こどものせかい 1’00”

ジュニアA F.ブルグミュラー 25の練習曲より 2. アラベスク 全音/25の練習曲 1’30”

ジュニアA W.ギロック こどものためのアルバムより 11. 森の妖精 全音/ギロックの世界(こどものためのアルバム） 1’30”

ジュニアA N.ニドニェフ ことりがうたってくれたうた 全音/リトルコスモス 0’42”

ジュニアA 平吉 毅州 こびとのおどり カワイ/発表会ピアノ小品集ぷち・あらかると 1’40”

ジュニアA J.S.バッハ メヌエット ト長調  BWV Anh.114 全音/バッハピアノ小品集 1’00”

ジュニアA C.P.E.バッハ ソルフェージェット ハ短調 全音/ピアノのためのバロック名曲集 下巻 1’00”

ジュニアA 湯山 昭 バースデー・ケーキ 全音/お菓子の世界 1’35”

ジュニアA W.ギロック こどものためのアルバムより 5. 手品師 全音/こどものためのアルバム 1’06”

ジュニアA D.カバレフスキー 24の小品集より 20. 道化師 全音/24の小品集 0’40”

ジュニアA 平吉 毅州 スタレガ･ラプソディ カワイ/南の風 1’40”

ジュニアA バスティン 1. メキシコの祭り 東音/バスティン先生のお気に入り4 0’45”

ジュニアA D.カバレフスキー 30の子供の小品より 18. ソナチネ 全音/こどものためのピアノ小曲集 1’40”

ジュニアA 平吉 毅州 サヴァンナをゆく カワイ/南の風 1’35”

ジュニアA W.ギロック エオリアン・ハープ 全音/ギロックベスト1 1’20”

ジュニアB D.カバレフスキー 30の子供の小品より 16. バラード 全音/こどものためのピアノ小曲集 1’40”

ジュニアB F.ショパン マズルカ 第43番 ト短調 遺作 Op.67-2 全音/マズルカ集 1’30”

ジュニアB D.カバレフスキー 30の子供の小品より 18. ソナチネ 全音/こどものためのピアノ小曲集 1’30”

ジュニアB 湯山 昭 いいことがありそう！ 音友/大村典子ピアノピースセレクション さまざまは感情B 2’00”

ジュニアB E.グリーグ 叙情小品集2より ワルツ2 全音/ピアノ名曲集1 1’20”

ジュニアB 三善 晃 波のアラベスク 音友/海の日記帳 1’55”

ジュニアB 湯山 昭 ともだちモーツァルト カワイ/こどものせかい 1’43”

ジュニアB W.ギロック 叙情小曲集より 飛翔 全音/叙情小曲集 1’15”

ジュニアB E.グリーグ 叙情小品集10より パック Op.71-3 全音/グリーグピアノ名曲集 1’15”

ジュニアB 湯山 昭 ワルツ 全音/ピアノコスモス1 1’50”

ジュニアB C.ドビュッシー 小さな黒人 全音/ドビュッシーピアノアルバム 2’00”

ジュニアB C.グルリット こども音楽会 32. トロイメライ Op.210-32 全音／こども音楽会 1’30”

ジュニアB W.A.ーツァルト ピアノソナタハ長調 K.545 第3楽章 カワイ/ソナチネアルバム1 1’50”

ジュニアB W.ギロック こどものためのアルバムより 22. カーニバルの舞踏会 全音/こどものためのアルバム 1’30”

ジュニアB 平吉 毅州 真夜中の火祭 カワイ/虹のリズム 1’30”

ジュニアB F.クーラウ ソナチネ ハ長調 Op.55-1 第2楽章 全音/ソナチネアルバム1 1’50”

ジュニアB J.S.バスティン スパニッシュダンサー 東音/ピアノリサイタル ソロ4 1’30”

ジュニアC F.ブルグミュラー 18の練習曲より 15. 空気の精 全音/18の練習曲 1’41”

ジュニアC R.シューマン 謝肉祭 第4曲 高貴なワルツ ペータース社 1’20”

ジュニアC F.ショパン ワルツ 第15番 ホ長調 遺作 KK.Iva-12 全音/ショパンワルツ集 2’00”

ジュニアC W.ギロック こどものためのアルバムより 25.ソナチネ 第3楽章　 全音/こどものためのアルバム 1’00”

ジュニアC W.A.モーツァルト ピアノソナタハ長調 K.545 第1楽章 全音/ソナチネアルバム1 2’24”

ジュニアC H.カスキ ブルレスケ 全音/カスキピアノ小品集 2’00”

演奏時間は演奏者の申告時間ですので、参考程度にお考え下さい

（参考資料）2016年、中四国地区大会にて演奏された曲



ジュニアC A.ハチャトゥリヤン 少年時代の画集より 第5番 エチュード 全音/子どものアルバム1少年時代の画集 1’30”

ジュニアC D.カバレフスキー 30の子供の小品より 3. エチュード 全音/こどものためのピアノ小曲集 0’35”

ジュニアC F.ショパン ポロネーズ 第11番 ト短調 遺作 KK.lla 1 全音/ポロネーズ集 2’00”

ジュニアC M.クレメンティ ソナチネ ヘ長調 OP.36-4 第1楽章 音友/ソナチネアルバム1 2’00”

ジュニアC E.グリーグ アニトラの踊り 全音/ピアノピース 2’00”

ジュニアC D.カバレフスキー ソナチネ 第1番 ハ長調 Op.13-1 第3楽章 レッスンの友/子どものピアノ名曲集 2’00”

ジュニアC F.ショパン ノクターン 第9番 ロ長調 Op.32-1 パデレフスキー版 5’00”

ジュニアC F.メンデルスゾーン こどものための小品より 第4番 Op.72-4 全音/こどものための小品集 1’50”

ジュニアC F.ブルグミュラー 18の練習曲より 10. すばやい指裁き １８の練習曲 1’28

ジュニアC F.ブルグミュラー 25の練習曲より 18. 気がかり 全音/25の練習曲 0’30”

デュオA M・ミアー やぎさんのラグ 全音/ひとりでピアノいっしょにピアノ 1’20”

デュオA 寺島 尚彦 丸木橋をわたろう 音友/れんだんあれこれ 1’50”

デュオB 松崎 泰治 木の葉のワルツ カワイ/夢のおはなし 2’00”

デュオC A.ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集　第2番 Op.46-2 全音/ドボルザークスラヴ舞曲集 4’45”

シニアA F.シューベルト 即興曲 第2番 変ホ長調 Op.90-2 ヘンレ版 5’00”

シニアA L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第1番 へ短調 Op.2-1 第1楽章 ヘンレ版 3’00”

シニアA F.ショパン ワルツ 第15番 ホ長調 遺作 KK.Iva-12 全音/ショパンワルツ集 2’30”

シニアA F.ショパン エチュード 第3番 ホ長調 別れの曲 Op.10-3 パデレフスキー版 3’50”

シニアA P.チャイコフスキー 四季 11月トロイカ 春秋社/チャイコフスキー集 3’00”

シニアA F.J.ハイドン ピアノソナタ 第60番 ハ長調Hob.XVI 50 第1楽章 音友/ピアノソナタ集 5’30”

シニアA L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 ニ短調 テンペスト Op.31-2 第1楽章 春秋社/ベートーベンソナタ 5’30”

シニアB L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第1楽章 春秋社/ベートーベンソナタ 8’00”

シニアB L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 ニ短調 テンペスト Op.31-2 第1楽章 ヘンレ版/ 6’20”

シニアB L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 月光 Op.27-2 第3楽章 ヘンレ版 7’00”

シニアB F.リスト パガニーニによる大練習曲 S.141より 第3曲 ラ・カンパネラ ブタペスト版 5’20”

シニアB S.ラフマニノフ 幻想的小曲集より 前奏曲 Op.3-2 全音/前奏曲嬰ハ短調 4’20”

アマチュア F.リスト 献呈 全音/リートによる15のピアノ小品集 3’50”

アマチュア F.ショパン スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31 春秋社/ショパン集2 10’00”

アマチュア J.ブラームス 幻想曲集 第3番 奇想曲 ト短調 Op.116-3 ヘンレ版/ピアノ小品集 3’53”

アマチュア L.v.ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 ニ短調 テンペスト Op.31-2 第1楽章 全音/ソナタアルバム 5’00”

アマチュア F.ショパン ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2 春秋社/ショパン集 4’20”

アマチュア S.ラフマニノフ 幻想的小曲集より 道化師 Op.3-4 ドレミ/幻想的小品集･サロン小品集 4’20”


