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大野 香菜
2017B04日 19(WED)TOKYO

杉 並 公 会 堂 小 ホーノレ

2017日 ⑬ A事 斑魃 鶴 (wED)縄 盈 G tt Vゑ メニ コンANNEX HITOMIホ ーノレ

Open 18:30/Start 19:00(両 日
)

くTiCKET>一 般 2500円

学 生 2000円

PROGRAM
*F.フ ェラン//ナ タシランド
(東 京公演 のみ)

<お 問合 せ >peti.ped,peditant@gmail.co m <後 援 >日 本 ナクノフォーン協会

丞
´

*G.ピ エノピネ/民 謡風 ロンドによる序奏 と変奏 (名 古屋公演 のみ)
*G.ガ ーシュウィン (伊 藤康英編曲 )/15分 間 の ポーギー ほか

∴／ ″
イ

*A.グ ラズノフ/ナ クソフォーン四重奏曲

影

SOPRANO SAXOPHONE河

原 翌真

PROFILE

三重県松阪市出身。幼少期 ようピァノを、■2歳 ようナクノフォーンを始める。名古屋音楽大

QUATUOR

学卒業、及び東京音楽大学大学院博士前期課程 (修 士課程)修 了。名古屋音楽大学在学
中に第 32回 定期演奏会及び第 32回 卒業演奏会 に出演。読売中部新入演奏会、ャマン｀

PЁ

管楽器新人演奏会、ナクソフォーン協会主催新人演奏会 に出演。東京音楽大学大学院修了

TILLANT

後、 ■年間東京音楽大学の非 常勤助手を務める。ノリストとして、名古屋音楽大学ォーヶス
レ愛知交響楽団などと協演を重ねる。また、オーケストラ等にピアノ奏者として
トラ、セントラノ
客演するなど、活動は多岐に及ぶ。現在は東海地方及び関東地方を中心 に演奏活動の傍 ら
、後進の指導にも積極的に取う組 んでいる。ナクノフォーンを小串俊寿、 亀井明良の各氏に
師事。

ALTO SAXOPHONE菊

1

地 麻利絵

神奈川県立弥栄東高等学校音楽 コース(現 ・弥栄高校芸術科)を 経て、東京音楽大学卒業。卒業時学校主催卒業演奏会、第10回
%ジ ーポントワーズ音楽院 にて室内楽を審査員満場
ナタノフォーン新人演奏会、神奈川新人演奏会に出演。後渡仏。ノランス、セノ
レフエージュ、ァナリーゼ、和声学で最高評価のトレビアンを獲得、ナクノフォーン科を審査員満場一致の金賞、及
一致 の金賞、ノノ

レCttP日 (大 学 一般)に おいて優秀賞、並びに神戸市民文化振興財団
び特別賞を得て首席で卒業。第18回 KOBE国 際音楽 コンターノ
レ第1位 受賞。平成27年 度海老名文化大賞受賞。平成28年 度漂木
賞受賞。フランスにて第7回 ナント国際ナクソフォーンフツクーノ
博尚記念芸術文化振興会短期海外研修奨学生。これまでにナタソフォーンを村松功介、石渡悠史、小串俊寿、波多江史朗、ジャ
レモーの各氏に師事。現代音楽ァンナングノ
レ「東京ァンナンナブノ
レフアクトリー」メンノ｀
ン=イ ブ・フノ
―。「Carbuncte Sax」 ノノラノ
ナクノフォーン奏者。現在東京音楽大学大学院音楽研究科博士後期課程 に在学中。

TENOR SAXOPHONE研

艶貝 充 希

愛知県碧南市出身。名古屋音楽大学卒業。同大学定期演奏会、卒業演奏会、室内楽演奏会に出演。ォーヶ
ントを名古屋音楽大学ォータストラと共演。大学卒業後、渡仏。ォ
ストラとノリストたちのタベにてトマジのコンチェノ
レネー
レナイユ音楽院最高課程を称賛付き審査員
ノ
ボァ音楽院最高課程を審査員満場一致の首席で卒業。ベノ
・ス。
%に て第1回 ディ/ノ ンフロレツシオ国際 コンクーノ
レ第1位 。フランス、リオポノ
満場一致の首席で卒業。グラジノ
が
レ第1位 。ロンドタ国際 コンクーノ
/第 2位 など、数々のコンターノ
1/に 入賞。ナタノフォンを亀井明
ベラン国際 コンクーノ

良、小串俊寿、ジェローム
・ララン、グァンノン
・グビッドの各氏に師事。

BARITONE SAXOPHONE大

野 香菜

/グ アトアーノ
レデイプロマ科修了。第28
東京音楽大学卒業、ちょび尚美ミュージックヵビッジ専門学校 コンセノ

レ
回江戸川区新入演奏会ォーディンョン管楽器部門第 1位 、同演奏会 に出演。第7回 横浜国際音楽 フンクーノ
ナタノフォン部門一般の部第3位 。尚美ディプロマ科在学中、同校推薦ォーディツョンに合格。ノビッシュコン
2014に 出演し、聴衆賞を受賞。第18回 浜松国際管楽器ァヵデミーに参加し、O.マ ーフィー氏のクラス
ナート

レセン、C.ド クラングノ
レの各氏のマスタークラスを受講。
を受講。Nプ ロスト、F.モ ビッティ、」.ラ ラン、Cタ ープ
｀
これまでにナクソフォンを′
よ
串俊寿、原博巳、山崎実企の各氏に師事。室内楽を中村均、小串俊寿、波多
レテツトなど演奏活動を精力
江史朗、蓼沼雅紀、中村均―の各氏に師事。現在 はフリーランスとしてノロ、カノ
的 に行う傍ら、後進の指導にもあたつている。江戸川演奏家協会会員。

PIANO大 嶋

千暁

/第 2位 。第 1回 東関東学生 ピァノコンクーノ
レ第3位 。第17回 ヤングアーテストコンクーッ
レ連弾部門最高位。
第6回 茨城県学生ピァノヨンクーノ
/ク
｀
プ
レ
レ
ゾ
ノ
ノ ト国際音楽 コンクーノ室内楽部門審査員賞。第13回 日本ァンナンブノ コンクーノ 管 打楽器 ピアノデユ舟部門優秀演奏者
第7回 ブノ

レノ出版社賞。阪神淡路大震災復興記念第17回 ノロ管楽器 コンクープ
レ伴奏賞及び兵庫県教育委員会賞。第14回 大阪国際音楽 フ
賞及びアノ
ン
レ
レミラマーレ、音楽ビヤノラヂ銀
ツクーノデュォ部門第1位 及びジャーナリ
スト賞。ァジァ国際音楽 コンクープ2013伴 奏部門第2位 。京成 ホテノ
座ライオン各 レギュラーメンバー。東京音楽大学を経て、同大学院伴奏科科 目等履修生修了。洗足学園音楽大学準演奏補助要員。

ACCESS

【
杉並公会堂】東京都杉並区上荻123‑15」 R中 央線・
東京メトロ丸ノ内線荻窪駅北口徒歩7分
レ
HITOMIホ ーノ
【
】愛知県名古屋市中区葵三丁目21番 19号
―
」Rで あ
越しの場合 :千 種駅地下改木
し口方面、5番 出口よう徒歩4分
地下鉄で考越しの場合 :東 山線:千 種駅5番 出口ょう、徒歩約4分 。/桜 通線i車 道駅4番 出口出てすぐ左折。徒歩で約7分 。

