
 

 Le Salon de Clavier （ル・サロン・ド・クラヴィア） 

 

上原 帆海 
 

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 

  

2022.１１．５（土）１５：００ 開演 （１４：３０ 開場） 

 

ヴァイオリン・リサイタル 
  

 
Honoka   Uehara 

・ベルリオーズ：夢想とカプリス 

・サンサーンス：ワルツカプリス 

・ショーソン：詩曲 

・ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ 

・プーランク：ヴァイオリンソナタ 

森永冬香（ピアノ） 
  

 

チケット ：  

一般 ４，０００円 

学生 ３，５００円 
 



 

   上原 帆海 
5 歳よりヴァイオリンを始める。 
彩の国 string competition 4th sectionD 最優秀賞及び Best Qualifiar 賞。 
第 30 回かながわ音楽コンクール特選。 
第 65 回鎌倉市学生音楽コンクール高校の部第 1 位鎌倉市教育委員会賞、鎌倉市議会議長賞（総合第 2 位）。 
第 9 回デザイン K 音楽コンクール大学生の部第 3 位。 
第 40 回全日本ジュニア音楽クラシックコンクール大学生の部第 1 位。 
第 22 回日本演奏家コンクール大学生の部第 2 位。 
小学 5 年生より東京ジュニアオーケストラソサエティに所属し 2017 年〜2019 年までコンサートミストレスを 
務めた。 
奥田雅代、漆原朝子、植村太郎、篠崎史紀各氏に師事。 
室内楽を植村太郎、山澤慧各氏に師事。 
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部 3 年在学中。 
 

森永 冬香 
2002 年生まれ。 
第 69 回全日本学生音楽コンクールピアノ部門中学生の部全国大会入選。 
ピティナ・ピアノコンペティションにて、第 40 回 Jr．G 級・第 44 回 Pre 特級全国大会入選。 
ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会にて第 19 回高校生部門 銅賞、コンチェルト B 部門 銀賞、 
第 20 回コンチェルト C 部門 銅賞。 
第 35 回かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門 ヤマハ賞。 
Imola Piano Awards 2019 A カテゴリー(17-25 歳) 第 2 位。 
第 9 回東京芸術センター記念ピアノコンクール 銀賞。 
第 26 回 KOBE 国際音楽コンクール C 部門ピアノ部門 優秀賞。 
Imola Summer Piano Academy (イタィア)、浜松国際ピアノアカデミー2021 に参加。 
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部 3 年在学中。 
東誠三氏、日比谷友妃子氏に師事。 

♪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） 

    
♪2022.９.２８ (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 ピアノ・リサイタルⅠ         （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 ピアノ・リサイタルⅡ          （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 ピアノ・リサイタルⅠ          （会場Ｂ） 
◆2022.１０.３０ (日) 
   坂原菫礼 ピアノ・リサイタルⅡ         （会場Ｂ） 
――――――――――――――――――――――― 
◆2022.１１.５ (土) 
   上原帆海 ヴァイオリン・リサイタル （会場Ｂ） 
――――――――――――――――――――――――― 
◆2022.１１.１１ (金)   
   成宮千琴・井上莉那 デュオ・リサイタル   （会場Ｂ） 
◆2022.１１.１３ （日） 
   津野絢音 ピアノ・リサイタル            （会場Ｂ） 
♪2022.１１.１６ (水) 

   野村なつき ピアノ・リサイタル      （会場Ａ） 
◆2022.１１.１９ (土) 
   澤亜樹 ヴァイオリン・リサイタル        （会場Ｂ） 
 
 

◆2022.１１.２５ (金) 
  田中咲穂 ピアノ・リサイタル          （会場Ｂ） 
◆2022.１１.２６ (土) 
  長純音 ピアノ・リサイタル            （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 ピアノ・リサイタル          （会場Ｂ） 
◆2022.１２.１７(土) 

吉澤知花 ヴァイオリン・リサイタル     （会場Ｂ） 
◆2022.１２.１８(日) 

山元三奈・加藤光貴・影山亜由子 
石本高雅・坂寄奏太・山下彩恵           （会場Ｂ） 

♪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 
♪2023.２.９(木) 

大西梨里 ピアノ・リサイタル      （会場Ａ） 

♪2023.２．１３（月） 
   原沙綾 ピアノ・リサイタル        （会場Ａ） 
◆2023.３.１０ (金)  デュオ・リサイタル 
  市川友佳子・御法川恵里奈              （会場Ｂ） 
♪2023.３.１５(水) 

田中咲穂 ピアノ・リサイタル      （会場Ａ） 
◆2023.３.１７(金) 

足利水月 ヴァイオリン・リサイタル     （会場Ｂ） 
♪2023.５.１７(水) 

岩田紗奈 ピアノ・リサイタル      （会場Ａ） 
♪2023.５.２４ (水) カルテット・プリマヴェーラ 

石川未央(Vn)・岡祐佳里(Vn) 
多湖桃子(Va)・大江慧 (Vc)     （会場Ａ） 

♪2023.９.１(金) 

奥田ななみ ピアノ・リサイタル    （会場Ａ） 
 


