
 

「若手演奏家を応援する会」 設立１４周年 記念公演 

2022.１０．６（木） 

 

 Le Salon de Clavier （ル・サロン・ド・クラヴィア） 

 

サロン・リサイタルⅠ・Ⅱ  
  

 

19：00 開演  
（18：30 開場） 

 

 

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 

  

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 

2022.１０．８（土） 

 
1７：３0 開演  
（1７：１0 開場） 

 
 

リサイタルⅠ 

リサイタルⅡ     

松口 理子 

日奈子 
 

 演奏曲は検討中 



 

♪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） 

◆2022.４.２１ (木)   
日置ひと美 サロン・リサイタルⅠ(Pf)       （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）  

◆2022.４.２４(日) 
  日置ひと美 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), 菊野惇之介(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） 
♪2022.６.７ (火) 弦楽四重奏        （会場Ａ） 
 石川未央(Vn),岡祐佳里(Vn),多湖桃子(Va),大江慧 (Vc)                     
♪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)   （伴奏：龍） 
  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 
   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） 
◆2022.１０.３０ (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） 
◆2022.１１.１１ (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） 
♪2022.１１.１６ (水) 

堀竹優衣 ヴァイオリン・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） 
♪2022.１１.２８ (月) 

橋本瞳里 ピアノ・リサイタル          （会場Ａ） 
◆2022.１２.２ (金) 
  秋山桃子 サロン・リサイタルⅠ (Pf)     （会場Ｂ） 
◆2022.１２.４ (日) 
   秋山桃子 サロン・リサイタルⅡ (Pf)      （会場Ｂ） 
♪2022.１２.５ (月) ピアノトリオ       （会場Ａ） 
  坂原菫礼(Pf）、彦坂優太（Sax）、西村魁(Sax)  
♪2023.１.２６(木) 

日置ひと美 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
♪20223.１.２９ (日)  福岡・あいれふホール 
  山本紗英子 ピアノ・リサイタル 
♪2023.２.１３(月) 

長純音 ピアノ・リサイタル            （会場Ａ） 
♪2023.３.１５(水) 

田中咲穂 ピアノ・リサイタル          （会場Ａ） 
 
 

  松口 理子 

福岡市出身。3歳よりピアノを始める。 

全日本学生音楽コンクール北九州大会中学校の部第 2 位(第 66回)・第 3 位(第 68 回)、高校の部第 2位及び全国大会

入選(第 69 回)。 

第 62 回西日本国際音楽コンクールにて福岡県教育委員会賞及び聴衆賞を受賞。 

第５回 K Piano コンクール、第５回 K クラシック音楽コンクール、第 15回九州国際バッハ音楽コンクール第 1 位など、 

その他入賞多数。 

2018 年より桐朋学園大学に進学し、成績優秀者による Students' Concert、カワイ表参道ランチタイムコンサート、ピアノ専攻

卒業演奏会、大学卒業演奏会に出演。 

P.Devoyon、M.Voskresensky、海老彰子各氏の特別レッスンを受講し研鑽を積む。 

東京文化会館にて行われた《Point de Vue》にて作曲家・松波匠太郎氏の新作初演を行うなど、バロックから現代まで幅広い

レパートリーに取り組んでいる。 

これまでにピアノを伊藤恵、竹内啓子、本村久子、吉田あかねの各氏に師事。 

現在、東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程 1年に在籍。   

若手演奏家を応援する会  
ブログ：https://ameblo.jp/wakate-ensouka/ 
４5公演予定 （ ２０２２．４ ～ ２０２３．３ ） 
ytabei123@gmail.com 


