
 

「若手演奏家を応援する会」 設立１４周年 記念公演 

２０２２年 

８月２１日（日） 

 

 Le Salon de Clavier （ル・サロン・ド・クラヴィア） 

 

主催：若手演奏家を応援する会 
  

 

 ♪問合せ 
☆演奏者 
☆田部井（応援する会） 
  090-3599-5288 
  ytabei123@gmail.com 

  

1８：00 開演  
（1７：30 開場） 

 
 

チケット ： ４，０００円 

金桝祐紀・三代川奈樹・石田鈴音 

  

 金桝祐紀        三代川奈樹        石田鈴音 

 
 

 サロン・リサイタル 

 

 「音で感じる癒しと感動の空間」 

 

〜プログラム〜 

・ショパン：幻想曲 Op.49 

・ロッシーニ：Una voce poco fa 

・中田喜直 ：夏の思い出 

・村松崇継：いのちの歌  

・｢レ・ミゼラブル｣On my own 

・モーツァルト：｢フィガロの結婚｣ 

Via resti servita,madama brilliante 
   

  他 



 

  金桝 祐紀 （かねます ゆうき） 
上野学園高等学校音楽科卒業、同大学を特待生で入学。 
ショパン国際ピアノコンクール inAsia ピアノソロ部門アジア大会銅賞、ヤングアーチストピアノコンクール
独創部門銅賞、エレーナ・リヒテル国際ピアノコンクール第３位、日本クラシック音楽コンクール大学生の
部第５位。 
2012 年イタリアにてペルージャ音楽祭に参加、現地オーケストラと共演。 
2014 年イギリスにて NorthLondonMusicFestival 参加。 
2017 年以降二台ピアノによるコンチェルト演奏会、トリオコンサートなど様々なコンサートに出演。 
2018 年フランスにて MusicAlp に参加。 
ライブハウス、ヒルトン東京ベイ、東京アメリカンクラブ、バー、コンクールなど様々な舞台でソロ、伴奏
ともに演奏しながらピアノ教室で小学生から大人までの指導も行なっている。 
これまでに、横山幸雄、今野尚美、亀島智子、勝郁子に師事。 

    三代川 奈樹 (みよかわ なな) 
7 歳でピアノ、9 歳でヴィオラ、12 歳で声楽を始める。 
上野学園大学音楽学部音楽学科演奏家コース声楽専門卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第 41 期生
修了。 
第 15 回大阪国際音楽コンクール声楽部門 Age-H エスポアール賞。第 10 回、11 回東京国際声楽コンクール
大学生部門入選。 
上野学園大学管弦楽団に 4 年間ヴィオラ奏者として演奏会に出演。 
第 3 回上野学園うた工房で喜歌劇｢こうもり｣1 幕ロザリンデ役として出演。2020 年度演奏家コース協奏曲 
演奏会に出演。第 90 回読売新人演奏会 Final に出演。 
日本オペラ振興会育成部にて、第 41 期研究生新人育成オペラアンサンブル公演にて歌劇｢偽りの女庭師｣1 幕
セルペッタ役として出演。 
これまでに声楽を村上曜子、庄智子、吉田伸昭の各氏に師事。ヴィオラを田久保由美、須藤三千代氏に師事。 

   石田 鈴音 (いしだ すずね) 

上野学園大学演奏家コース声楽専門卒業。同専攻科修了。在学中に卒業演奏会に出演。 
第 88 回横浜新人演奏会出演。日本オペラ振興会育成部 39 期マスターコース修了。これまでに、手嶋眞佐子、
栗田恵美子、二見忍、村上曜子の各氏に師事。横浜音楽協会会員。 
  

◆2022.１０.３０ (日) 
   坂原菫礼 サロン・リサイタルⅡ (Pf)    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.４ (金) 
  上原帆海 サロン・リサイタルⅠ (Vn)    (会場Ｂ） 
◆2022.１１.５ (土) 
   上原帆海 サロン・リサイタルⅡ (Vn)    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１０ (木) 
  津野絢音 サロン・リサイタルⅠ (Pf)   （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１１ (金)  デュオ・リサイタルⅠ 
  成宮千琴・井上莉那                    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１２ (土)  デュオ・リサイタルⅡ 
   成宮千琴・井上莉那                    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１３ (日) 
  津野絢音 サロン・リサイタルⅡ (Pf)   （会場Ｂ） 
♪2022.１１.１６ (水) 

野村なつき ピアノ・リサイタル    （会場Ａ） 
◆2022.１１.１８ (金) 
  澤亜樹 サロン・リサイタルⅠ (Vn)    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１９ (土) 
   澤亜樹 サロン・リサイタルⅡ (Vn)      （会場Ｂ） 
◆2022.１１.２５ (金) 
  田中咲穂 サロン・リサイタル (Pf)    （会場Ｂ） 
◆2022.１１.２６ (土) 
  長純音 サロン・リサイタル (Pf)       （会場Ｂ） 
♪2022.１１.２８ (月) 

橋本瞳里 ピアノ・リサイタル       （会場Ａ） 
◆2022.１２.１６(金)  サロン・リサイタルⅠ 

山元三奈・加藤光貴 他                  （会場Ｂ） 
◆2022.１２.１７(土) 

吉澤知花 サロン・リサイタル (Pf)      （会場Ｂ） 
◆2022.１２.１８(日)  サロン・リサイタルⅡ 

山元三奈・加藤光貴 他                 （会場Ｂ） 
 
 

♪会場Ａ：すみだトリフォニー 小ホール（錦糸町） 
◆会場Ｂ：Le Salon de Clavier（田端） 

    
♪2022.６.３０ (木)  
  馬場彩乃  ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪2022.７.８ (金) 
  室井悠李 ピアノ・リサイタル         （会場Ａ） 
◆2022,７．２２（金） 
   原沙綾  サロン・リサイタルⅠ (Pf)         （会場Ｂ） 
◆2022,７．２４（日）  
   原沙綾  サロン・リサイタルⅡ (Pf)         （会場Ｂ） 
―――――――――――――――――――――――― 
◆2022.８.２１ (日)   サロン・リサイタル 
  金桝祐紀・三代川奈樹・石田鈴音     （会場Ｂ） 
――――――――――――――――――――――――― 
♪2022.９.１ (木) 
   奥田ななみ ピアノ・リサイタル       （会場Ａ） 
♪2022.９.２８ (水) 
   吉兼加奈子 ピアノ・リサイタル       （会場Ａ） 
♪2022.１０.３ (月) 東京公演 
   前田奈緒×栗山沙桜里 デュオ・リサイタル 
     東京文化会館 小ホール 
◆2022.１０.６ (木) 
   松口理子 サロン・リサイタルⅠ (Pf)      （会場Ｂ） 
♪2022.１０.７ (金) 
   坂本里沙子 ピアノ・リサイタル       （会場Ａ） 
◆2022.１０.８ (土) 
   松口理子 サロン・リサイタルⅡ (Pf)      （会場Ｂ） 
♪2022.１０.１４ (金) 
   宍戸美和子 ピアノ・リサイタル       （会場Ａ） 
♪2022.１０.２２ (土) 福岡公演  あいれふホール 
   栗山沙桜里×前田奈緒 デュオ・リサイタル 
◆2022.１０.２８ (金) 
   坂原菫礼 サロン・リサイタルⅠ (Pf)       （会場Ｂ） 
◆2022.１０.２８ (金) 
   坂原菫礼 サロン・リサイタルⅡ (Pf)       （会場Ｂ） 
 

 

若手演奏家を応援する会  
ブログ：http://ameblo.jp/wakate-ensouka 
３３公演予定（ ２０２２．６ ～ ２０２３．３ ） 
ytabei123@gmail.com 


