
 

「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） 

 

田中 咲穂 
 

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 ： ４，０００円 

19：00 開演  
（18：30 開場） 

 

 

2022.１１．２５（金） 

 

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 
  

 

演奏曲は検討中 

Ｓａｈｏ  Ｔａｎａｋａ 



 

♪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） 

    

◆2022.３.１０ (木)  
曽根美咲 ミニ演奏会・懇親会           （会場Ｂ） 

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

◆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） 
♪2022.６.１０ (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  
  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 
♪2022.１０.７ (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 
◆2022.１０.２８ (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） 
♪2022.１１.１６ (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） 
♪2022.１２.５ (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  
 
 

若手演奏家を応援する会  
ブログ：https://ameblo.jp/wakate-ensouka/ 
３９公演予定（ ２０２２．３ ～ ２０２３．１ ） 
ytabei123@gmail.com 

   田中 咲穂  

3 才よりピアノを始める。 

第 72 回全日本学生音楽コンクール中学生の部東京大会奨励賞。 

第６回桐朋学園全国ジュニア音楽コンクールのピアノＣ部門第 3 位。 

第 21 回大阪国際音楽コンクール Age-j 第 2 位。第 5 回Ｋピアノコンクール総合第 1 位。 

第 13 回べーテン音楽コンクール中学生の部第 1 位。第 21 回ショパン国際ピアノコンクール in Asia 金賞。

第 39 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校１年生の部第 2 位（最高位）。 

第 14 回べーテン音楽コンクール高校生の部第 1 位。 

BeethovenInternational Piano Competition Asia Ｃ部門第 2 位。 

第 41 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校 2 年生の部第 1 位。 

第 75 回全日本学生音楽コンクール東京大会入選。また、校内選抜による Student's concert に出演。 

2021 年度特別レッスン奨学生。 

2022 年 3 月現在、桐朋女子高等学校音楽科 2 年に在学中。 

竹内啓子、宮崎明香各氏に師事。 

室内楽を、池田菊衛、練木繁夫の両氏に師事。 


