
一般▷¥3,000　学生・生徒▷¥2,000　JPTA会員▷¥1,000（当日券有り）
※新型コロナの感染状況により開催形態は変わります。

第第3838回 回 ピアノ・オーディションピアノ・オーディション

2022
mon.3/28 トッパンホール

11：00開演/16：00終演予定（表彰式含む）

会場

全全国国優優秀秀者者演演奏奏会会

Japan Piano Teachers Association

（公財）日本ピアノ教育連盟では、毎年秋（11月）に全国 15地区でオーディション地区大会を行っており、
昨秋は 2,228名が参加しました。上記の全国大会には、地区大会を通過した 210 名が参加し、全国優秀者演奏会の
出演者を選びます。

J（ジュニア）Ⅱ部門

①
J.S. バッハ	 「フランス組曲｣ 第6番 ホ長調 BWV817	より ポロネーズ	

	 ドビュッシー	 小さい黒人（計 2曲）
②ダカン	 かっこう
③ハイドン	 ソナタ ト長調 Hob.ⅩⅥ/8 全楽章
④バルトーク	 ｢子供のために 第1巻｣より No.16 古いハンガリーの旋律、
	 	 　No.17 ラウンド･ダンス､ No.21《繰り返しあり》（計3曲）

A 部門
①モーツァルト	 ロンド ニ長調 K.485
②ベートーヴェン	 パイジェルロの歌劇 ｢水車小屋の娘｣ の二重唱
	 	 　｢うつろな心｣ による6つの変奏曲 ト長調 WoO70
③ショパン	 ワルツ 変ニ長調 Op.64-1｢子犬｣､ 嬰ハ短調 Op.64-2（計2曲）
④シャブリエ	 ｢10 の絵画的小品集｣より 10. スケルツォ・ヴァルス

B 部門
①ベートーヴェン	 ソナタ 第11番 変ロ長調 Op.22 第1楽章
②シューベルト	 ソナタ イ長調 Op.120（D.664） 終楽章
③ショパン	 華麗な変奏曲		変ロ長調		Op.12
④シューマン	 ｢ウィーンの謝肉祭の道化｣ Op.26	より 1. アレグロ

C 部門
① J.S. バッハ	 パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826	より
	 	 　シンフォニア､ サラバンド､ カプリッチョ（計 3曲）
②ベートーヴェン	 自作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO80	
③ショパン	 スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 Op.39	
④ドビュッシー	 喜びの島

D部門
①ベートーヴェン	 ソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 ｢ワルトシュタイン｣
	 	 　第2楽章､ 第3楽章（Introduzione,	Rondo）
②ショパン	 幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61
③ラヴェル	 ｢鏡｣ より 1. 蛾､ 4. 道化師の朝の歌（計 2曲）
④ラフマニノフ	 ｢楽興の時｣	Op.16	より 1. 変ロ短調､ 4. ホ短調（計 2曲）

E 部門
自由曲（曲間を含めて 15分以上 20 分以内）〈複数曲可〉	
※ただし地区大会で弾いた曲を除く

一般：¥1,500 学生・生徒：¥1,000 JPTA会員：無料（会員証呈示）
審査の都合等により未就学児の入場はできません。

※新型コロナの感染状況により開催形態は変わります。

J（ジュニア）Ⅱ部門［小3、4年生］

3 月 26 日（土）14：30 〜・27 日（日）14：30 〜
桐朋学園大学 調布キャンパス〈東京・調布〉

A部門［小5、6年生］

3 月 26 日（土）14：30 〜・27 日（日）11：00 〜
カワイ表参道〈東京・渋谷〉

B部門［中学生］

3 月 26 日（土）14：30 〜・27 日（日）11：00 〜
武蔵野音楽大学 シューベルトホール〈東京・多摩〉

C部門［高校生］

3 月 26 日（土）11：00 〜
桐朋学園大学 調布キャンパス〈東京・調布〉

D部門［大学生等］

3 月 27 日（日）11：00 〜
桐朋学園大学 調布キャンパス〈東京・調布〉

E部門［18〜 40歳］

3 月 25 日（金）11：00 〜
昭和音楽大学 ユリホール〈神奈川・川崎〉

全国大会課題曲
第38回

JPTAピアノ・オーディション全国大会

全国優秀者演奏会は、下記全国大会の出場者（裏面参照）から選ばれた方が出演します。

東京都文京区水道 1-3-3



第38回 JPTAピアノ・オーディション
全国大会出場者

J（ジュニア）Ⅱ部門
北海道 	今井	南緒　岩原	乃々花　及川	詠生　大村	奏乃　坂口	雅奏　森山	杏　山平	乙葉　 東北 	宇都宮	成　片倉	莉愛　中村	千歳　	
引地	陽花　森谷	心葉　 関東 	市川	乃依　上原	璃久　金山	琴美　黒川	奏翔　小林	美結　櫻井	陽介　髙橋	凛　竹内	古都　田辺	新　	
原口	周　福元	賀子　古田	淑恵　姚	辰月　若井	維吹　 新潟 	松野	七花　 北陸 	赤坂	美央莉　廣地	太偉　 東海 	井上	和律　	
加藤	里渉　河合	紗侑　田口	莉子　竹内	咲葵　中島	愛結　長谷川	あまね　堀	雄貴　間瀬	大和　水野	夢菜　 関西 	片岡	寧音　	
小泉	聡次郎　外岡	誠志　西	美沙子　山原	沙莉　 山陰 	佐藤	あさひ　内藤	暖乃　 山陽 	斉藤	美和　 四国東部 	佐藤	圭一郎　	
神野	鈴奈　竹内	星菜　西山	千陽　藤澤	怜加　 四国西南 	辻	美晴　 九州北部 	亀山	珠里　岸川	瑠璃　 熊本 	福島	美心　 南九州 		
是枝	侑里　 沖縄 	嘉数	晄

A部門
北海道 	大滝	竣太　奥田	その　坂口	碧海　島崎	嘉楽　村川	華理央　森田	紗名　 東北 	佐々木	倫　菅原	寛乃　丹野	開斗　	
若菜	心美　 関東 	石渡	葉奈　大滝	雄　櫛見 柚輝　鈴木 睦　内藤 優帆　畑地 怜奈　福地 柚々実　三林 莉子　山本 晃大　
新潟 	樋口	菜那　 北陸 	上野山	斡空　黒田	愛莉　 東海 	伊藤	しずく　小栗	進太郎　栗林	春佳　小寺	紗世　竹内	蓮奈　	

福岡	真琴　藤野	楓雅　村手	響　渡邊	蓮奈　 関西 	鵜足津	昂大　緒方	佑真　高井	花梨　中村	未來　山田	彩加音　 山陰 	段	和響　	
原	向日葵　 山陽 	前田	和香　四国東部	大北	大佐　白井	悠跳　高木	鞠那　西山	侑那　藤田	菜々子　四国西南	小松	美月　
九州北部	阿武	一華　林山	琉翔　 熊本 	村井	冴羽　 南九州 	神山	侑万　 沖縄 	座安	りぃみ

B部門
北海道 	高村	遥仁　田畑	翔梧　星	陽太　村上	舞花　渡辺	結　 東北 	伊藤	未依菜　杉原	愛子　鈴木	比奈子　船橋	温揮　
関東 	赤池	奏和　秋山	啓一　狩野	友花　中尾	有沙　服部	葵　三島	健大朗　吉永	皐成　 新潟 	水沼	志帆　 北陸 	加藤	祈　	

松原	百奏　矢賀部	光夏多　 東海 	池田	佳蓮　伊藤	樂　熊澤	拓志　近藤	采理　菅原	加恋　原田	青依　藤井	結良　真瀬	佳奈　	
関西 	重光	美良　杉本	京香　長澤	怜子　西川	萌菜美　土師	杏樹　姫野	さくら　 山陰 	段	和奏　 山陽 	甲山	千夏　長谷	百華　	
四国東部 	田中	来実　脇	悠人　 九州北部 	田中	咲羽　 熊本 	永野	隆斗　 南九州 	橋本	葵　 沖縄 	下地	心音　

C部門
北海道 	小林	晴哉　清水	玲那　矢野	悠斗　 東北 	阿蘇	拓真　佐々木	音寧　 関東 	池田	ありさ　髙島	和奏　鳥潟	夢桜　	
美上	菫　 新潟 	山﨑	絢斗　 北陸 	木戸	菜々美　 東海 	磯田	小波　田中	結羽　中村	遼華　野津	こはる　平林	妃夏　福田	紗花　	
関西 	上村	昇馳　尾﨑	愛　貴船	亜美　 山陰 	門脇	早紀　 山陽 	米村	聖菜　 四国東部 	高木	大貴　宮川	桜　 熊本 	菊川	和菜　	
南九州 	井之上	明花

D部門
北海道 	齋藤	悠菜　吉田	妃菜　 東北 	中島	可絵　 関東 	小田原	和希　古賀	菜々花　鳥生	祐希　松下	日花里　 新潟 		
刈谷	優　 東海 	加藤	愛梨　瀧澤	俊　 関西 	島本	歩実　竹村	七音　濱田	鈴奈　光山	大輝　元平	万結　 山陽 	信末	麻由子　
四国東部 	渡辺	茉実

E部門
北海道 	荻原	るうか　 東北 	佐々木	奏　 関東 	猪股	久智　上原	三奈　堀ノ内	一真　村上	彩子　 東海 	岡田	清花　鈴木	聡太　	
関西 	音田	真陽　寺町	奏音　西川	ひかり　堀	怜子　南	皐太郎　 山陽 	金森	愛　 熊本 	橋本	円花　 沖縄 	照屋	恵悟

トッパン小石川本社ビル

お問い合せ

tel. 03-3237-1441（代）　　https://www.jpta.jp

トッパン小石川本社ビル

全国優秀者演奏会 交通のご案内


