
 

「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） 

 

秋山 桃子 サロン・リサイタル Ⅰ・Ⅱ 
  

 

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 

  

リサイタルⅡ     リサイタルⅠ 

2022.１２．２（金） 

 

2022.１２．４（日） 

 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） 

 

 

1７：30 開演  
（1７：10 開場） 

 

 
演奏曲は検討中 



 

♪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） 
    
◆2022.４.１５ (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),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） 
♪2022.６.７ (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 
♪2022.１０.７ (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  
  栗山沙桜里×前田奈緒 デュオ・リサイタル 
      あいれふホール 
◆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)   
  山本紗英子 ピアノ・リサイタル 
      福岡・あいれふホール 
♪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） 
 
 

   秋山桃子 

4歳よりピアノを始める。 

愛媛県新居浜市出身。桐朋学園大学音楽学部卒業。 

第 17回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール最高位。 

第 21回日本演奏家コンクールピアノ部門大学生の部第 1位、神奈川新聞社賞受賞。 

第 8回東京国際ピアノコンクール大学生部門第 4位（1位なし）。 

大学 2年在学時に小林研一郎氏の指揮の下、練習ピアニストを務める。 

大学 3年在学時に選抜オーケストラ共演者として東京フィルハーモニー交響楽団と共演。 

在学中、カワイランチタイムコンサート、ピアノ専攻卒業演奏会に出演。 

これまでに杉山倍美、木村徹各氏に師事。 

現在、桐朋学園大学大学院修士課程に在学中。 

若手演奏家を応援する会  
ブログ：https://ameblo.jp/wakate-ensouka/ 
４６公演予定（ ２０２２．４ ～ ２０２３．３ ） 
ytabei123@gmail.com 


