
 

「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） 

 

池田有沙×竹田俊亮×落合真悟 
 サロン・リサイタル Ⅰ・Ⅱ 

  

 

主催：若手演奏家を応援する会 
  

 

詳しい道順は、申込された方にご案内します。 

 

 ♪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 

リサイタルⅡ     リサイタルⅠ 

2022.３．１８（金） 

 

2022.３．１９（土） 

 

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） 

 

 

15：00 開演  
（14：30 開場） 

 

 
・ブラームス: ピアノ三重奏曲 第 1番 ロ長調 作品 8 

・ラフマニノフ: ピアノ三重奏曲 第 1番 ト短調 

《悲しみの三重奏曲》 

     他 

ヴァイオリン       ピアノ         チェロ 

 



 

♪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） 
    

   池田有沙 / Arisa Ikeda ヴァイオリン 
4 歳よりピアノを始め 7 歳よりヴァイオリンを学ぶ。 
2008 年大阪国際音楽コンクールジュニアコース 1 位、2019 年同コンクール弦楽器部門 1 位。2016 年スペイン・マ
ラガ国際ヴァイオリンコンクール 2 位、2017 年ドイツクロスターシャンタール国際音楽コンクール 4 位・ヴィルト
ゥオーゾ賞。シンガポール大統領官邸御前演奏。 
飛騨高山、オーストリア、イタリア、スペイン、スイス、オランダ、カナダ等各国で開催の音楽祭に参加。シンガポ
ール国立大学音楽学部卒業。桐朋学園大学大学院修士課程修了。 
これまでに、チェン・ジョウ氏、清水髙師氏に師事。2020 年フランス社会功労奨励勲章月桂樹銀章を最年少受章。
フジテレビ「めざましテレビ」、月刊「Voice」、他各種媒体で紹介される。現在、桐朋学園大学音楽学部附属子供
のための音楽教室ヴァイオリン実技科講師。 
 

竹田俊亮 / Shunsuke Takeda ピアノ 

千葉県出身。桐朋学園大学を経て同大学院修士課程に在学中。宗次德二桐朋学園大学大学院特待奨学生。 
横浜国際音楽コンクール室内楽部門第 1 位。ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール特別賞。丸の内オー

ディションに合格しラ・フォルジュルネに出演。ピティナピアノコンペティション 2 台ピアノ部門全国大会第 2 位。

静岡音楽館 AOI 主催第 14 期ピアニストのための伴奏法講座受講生。ソロだけでなく弦楽器,管楽器,声楽,合唱とのア

ンサンブルにオーケストラの中ではピアノパートを担当するなど幅広く活動している。 

ピアノを練木繁夫,斎木隆の各氏に,室内楽を清水高師,木越洋,野平一郎,藤井一興,田中雅弘,漆原啓子,松原勝也, 

向山佳絵子,鈴木学,吉武優,大伏啓太,入江一雄の各氏に師事。 
 

落合真悟 / Shingo Ochiai チェロ 

5 歳よりチェロを始める。東京春音楽祭、日本音楽舞踊会議 FreshConcert CMDJ、堀米ゆず子アカデミー2016 等に出

演。第 22 回日本演奏家コンクール入賞。チェロを植草ひろみ、安田謙一郎、北本秀樹、木越洋の各氏に師事。室内

楽を練木繁夫、磯村和英、木越洋、北本秀樹、菊池知也、エマニュエル・ジラールの各氏に師事。 

早稲田大学文学部哲学科卒業。現在桐朋学園大学大学院修士課程 2 年に在学中。 

◆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) デュオ・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) デュオ・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 ピアノ・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） 

♪2022.４.２６ (火)   
栗山沙桜里 ピアノ・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 デュオ・リサイタルⅠ （会場Ｂ） 
◆2022.５.２９ (日)   
  前田奈緒×栗山沙桜里 デュオ・リサイタルⅡ （会場Ｂ） 
♪2022.６.１０ (金)  
  池内綾乃  ピアノ・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  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） 
♪2022.９.１ (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 東京文化会館 小ホール 
  前田奈緒×栗山沙桜里 デュオ・リサイタル 
♪2022.１０.７ (金) 

坂本里沙子 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪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 
♪2022.１１.１６ (水) 

堀竹優衣 ヴァイオリン・リサイタル    （会場Ａ） 
 


