
 

「若手演奏家を応援する会」 設立１４周年 記念公演 

 Le Salon de Clavier （ル・サロン・ド・クラヴィア） 

 

吉原 麻実 
 

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 

  

ＪＲ 田端駅 北口より徒歩８分 

チケット ：  

・リサイタルⅠ    ４，０００円 

・リサイタルⅡ    ４，０００円 

・リサイタルⅠ＋Ⅱ ７，０００円 

19：00 開演  
（18：30 開場） 

 

 

2022.４．２２（金） 

 

リサイタルⅠ 

リサイタルⅡ     

2022.４．２３（土） 

 
15：00 開演  
（14：30 開場） 

 

 

詳しい道順は、申込された方に 
ご案内します。 

 

サロン・リサイタルⅠ・Ⅱ  
  

 

・ショパンノクターン Op.27-2 

・メンデルスゾーン厳格なる変奏曲ニ短調 Op.54 

     他 



 

若手演奏家を応援する会  
ブログ：http://ameblo.jp/wakate-ensouka 
４０公演予定（２０２２．１ ～ ２０２２．１１） 
ytabei123@gmail.com 

   吉原 麻実 
3 歳よりエマ音楽院にてピアノを始める。 
宇都宮短期大学附属高等学校音楽科を経て、武蔵野音楽大学音楽学部ヴィルトゥオーソ学科を首席で卒業。 
同大学院ヴィルトゥオーソコース首席修了、クロイツァー賞受賞。2015 年福井直秋記念奨学金特別給費奨学金奨学生(授業料全額
免除)。2016.2018.2019.2020 年福井直秋記念奨学金給費奨学金奨学生。 
第 1回 International Moscow Music Competition(22 歳-26 歳の部門)プロフェッショナルピアノ部門第 1位及び特別賞。 
栃木県イメージアップ貢献賞受賞。第 5回 Krystian Tkaczewski International Piano Competition (Poland)年齢制限なしの部
門 
審査員特別賞。第 7回東京ピアノコンクール大学生の部第 3位。第 22回日本演奏家コンクール一般 A の部第 3位。 
ピティナピアノコンペティション F 級全国大会入選。第 17 回ショパン国際ピアノコンクール in Asia 大学生部門全国大会金賞、
アジア大会奨励賞。第 6回水と緑のまち江戸川新進音楽家コンクール一般部門第 3 位、審査員長奨励賞。他多数入賞。 
一般社団法人日本ピアノ調律師協会関東支部第 20回新人演奏会〜平成 30年度ピアノ卒業生によるピアノ独奏〜出演。スタイン
ウェイ＆サンズ東京「ライラコンサート」〜有望な学生ピアニストによるコンサートシリーズ vol.50出演。学内オーディション
でソリストに選抜され、東京芸術劇場にてチャイコフスキーピアノ協奏曲第１番のソリストとして武蔵野音楽大学管弦楽団と共
演。武蔵野音楽大学卒業演奏会、武蔵野音楽大学音楽学部新人演奏会出演。 
東京文化会館小ホールにて、第 45回クロイツァー賞受賞者による記念会出演 
WOWOW 開局 30周年記念連続ドラマ「華麗なる一族」吹き替え演奏及び演技指導担当。 
新聞、TV 等のメディアにも出演。 
これまでに野尻園美、福田恭子、仲山笑子、Elena Ashkenazy、Ilya Itin の各氏に師事。 
ヨアンナ・ドマンスカ、雀仁珠、マティアス・キルシュネライト、ミヒャエル・ロイシュナー、カール・バート、花岡千春、 
柳澤美枝子、イエジ・スティルチンスキ、グレッグ・ニェムチュク、ボリス・ペトルシャンスキーの各氏にレッスン受講。 
全日本ピアノ指導者協会会員、江戸川演奏家協会会員。 
電通グループのニューホライズンコレクティブ合同会社プロフェッショナルパートナーの音楽アドバイザー。 
東京にて演奏活動を行うと共に宇都宮短期大学附属高等学校音楽科非常勤講師として後進の指導も行っている。 

♪2022.４.２６ (火)   
栗山沙桜里 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ）  

♪2022.５.１０ (火) 桐朋生の室内楽  
飯塚歩夢(Vn),米岡結姫(Vn),多湖桃子(Va)  
木村藍圭 (Vc),馬場彩乃(Pf)           （会場Ａ）  

◆2022.５.１５ (日)  
虻川祐佳 サロン・リサイタル (Pf)          （会場Ｂ） 

◆2022.５.２７ (金)   
  前田奈緒×栗山沙桜里 デュオ・リサイタルⅠ （会場Ｂ） 
◆2022.５.２９ (日)   
  前田奈緒×栗山沙桜里 デュオ・リサイタルⅡ （会場Ｂ） 
♪2022.６.１０ (金)  
  池内綾乃  ピアノ・リサイタル         （会場Ａ） 
◆2022,６．１７（金）(Pf：吉兼加奈子) 
  松北優里 サロン・リサイタルⅠ (Vn)       （会場Ｂ） 
◆2022,６．１９（日）(Pf：吉兼加奈子) 
  松北優里 サロン・リサイタルⅡ (Vn)       （会場Ｂ） 
♪2022.６.３０ (木)  
  馬場彩乃  ピアノ・リサイタル         （会場Ａ） 
♪2022.７.８ (金)  

室井悠李 ピアノ・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） 
♪2022.９.１ (木)  

奥田ななみ ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪2022.９.２８ (水) 

吉兼加奈子 ピアノ・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 デュオ・リサイタル 
      東京文化会館 小ホール 
♪2022.１０.７ (金) 

坂本里沙子 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪2022.１０.１４ (金) 

宍戸美和子 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪2022.１０.２２ (土) 福岡公演 
  栗山沙桜里×前田奈緒 デュオ・リサイタル 
     あいれふホール 
♪2022.１１.１６ (水) 

堀竹優衣 ヴァイオリン・リサイタル    （会場Ａ） 
♪2022.１１.２８ (月) 

橋本瞳里 ピアノ・リサイタル          （会場Ａ） 
 

◆2022.１.８ (土) 桐朋生の室内楽  
飯塚歩夢(Vn),米岡結姫(Vn),多湖桃子(Va)  
山本栞路(Vc),馬場彩乃(Pf)                （会場Ｂ） 

◆2022.１.２８（金）（Pf:正住真智子） 
佐藤麻里 サロン・リサイタルⅠ(Vn)        （会場Ｂ） 

◆2022.１.２９ (土) （Pf:正住真智子） 
佐藤麻里 サロン・リサイタルⅡ(Vn)        （会場Ｂ） 

◆2022.２.４ (金)    
古川佳奈 サロン・リサイタルⅠ(Pf)        （会場Ｂ）  

◆2022.２.５ (土)  
古川佳奈 サロン・リサイタルⅡ(Pf)        （会場Ｂ） 

◆2022.２.１３ (日)  
日置ひと美 サロン・リサイタルⅠ(Pf)      （会場Ｂ）  

◆2022.２.１５ (火)  
日置ひと美 サロン・リサイタルⅡ(Pf)      （会場Ｂ） 

◆2022.２.１８ (金) デュオ・リサイタルⅠ  
室井悠李×小野山莉々香（Pf、Vn)          （会場Ｂ）  

◆2022.２.１９ (土) デュオ・リサイタルⅡ  
室井悠李×小野山莉々香（Pf、Vn)       （会場Ｂ）  

◆2022.２.２５ (金)  
吉兼加奈子 サロン・リサイタルⅠ(Pf)      （会場Ｂ）  

◆2022.２.２７ (日)  
吉兼加奈子 サロン・リサイタルⅡ(Pf)      （会場Ｂ） 

◆2022.３.４ (金)  
吉原清香 サロン・リサイタルⅠ(Pf)        （会場Ｂ）  

◆2022.３.６ (日)  
吉原清香 サロン・リサイタルⅡ(Pf)        （会場Ｂ） 

♪2022.３.８ (火)  
金﨑瑞希 ピアノ・リサイタル         （会場Ａ） 

◆2022.３.１８ (金) サロン・リサイタルⅠ    （会場Ｂ）  
池田有沙（Vn）,竹田俊亮（Pf）,落合真悟(Vc)  

◆2022.３.１９(土) サロン・リサイタルⅡ     （会場Ｂ） 
池田有沙（Vn）,竹田俊亮（Pf）,落合真悟(Vc)  

◆2022.４.１５ (金)  
堀竹優衣 サロン・リサイタルⅠ(Vn)        （会場Ｂ）  

◆2022.４.１７ (土)  
堀竹優衣 サロン・リサイタルⅡ(Vn)        （会場Ｂ） 

◆2022.４.２２ (金)  
吉原麻実 サロン・リサイタルⅠ(Pf)      （会場Ｂ）  

◆2022.４.２３ (土)  
吉原麻実 サロン・リサイタルⅡ(Pf)      （会場Ｂ） 

 
 

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


