
フルート 

 ガヴォット / フランソワ=ジョセフ・ゴセック 

井手 みずき   Pf 宮地 晴子 

 

 Vocalise / ラフマニノフ 

太田 雄基   Pf 宮地 晴子 

 

 星のセレナーデ / セシル・シャミナード 

 今 優佳   Pf 椿 真理子 

 

 精霊の踊り /  Christoph willibald Gluck 

橋本 大輝   Pf 横井 宏斗 

 

 ハンガリー農民組曲 / バルトーク 

平松 あさひ   Pf 鈴木 絢子 

 

 パフェパラダイス / 八木澤 教司 

Fl 堀部 ひとみ  今 優佳  橋本 大輝 



 フルート・トリオ第 1番 / 荒川 洋 

Fl 太田 雄基  井出 みずき  平松 あさひ 

 

 ～休憩～  

 

オーボエ 

 オーボエ協奏曲 ト短調 作品 9の 8  1楽章 / アルビノーニ 

宮地 晴子   Pf 西山 千晴 

 

 Oboe Concerto C-dur KV314 /  W.A.Mozart 

五島 穣   Pf 椿 真理子 

 

 オーボエ協奏曲ニ短調 / アレッサンドロ・マルチェッロ 

越野 由希絵   Pf 西山 千晴 

 

 Oboe Quartet in F Major, K. 370  /  W.A.Mozart 

田口 裕隆   Ｖｎ 井上 景暁 Ｖａ 奥寺 真希子 Ｖｃ 斎藤 昂大 

 



～休憩～ 

 

 オーボエ協奏曲 ト短調 作品 9の 8  2楽章 / アルビノーニ 

西山 千晴   Pf 宮地 晴子 

 

 オーボエ協奏曲ハ長調  / ハイドン 

椿 真理子   Pf 畑 江里菜 

 

 オーボエと Pfのためのソナタ / アンリ・デュティユー 

鳥飼 野々花   Pf 小坂井 宏輔 

 

 Concert in A Minor for Oboe and String より 1楽章 / R.V.Williams  

畑 江里菜   Pf 椿 真理子 

 

 Shepherds Of Provence / Eｕｇｅｎｅ Bｏｚｚａ 

Ob 山下 貴晃   E.H. 田口 裕隆 

 

 



～休憩～ 

 

クラリネット 

 ５つのバガテル / フィンジ 

宮本 麻亜子   Pf 平田 莉奈 

 

 Immer Kleiner /  Adolf Schreiner 

竹内 理人   Pf 櫻田 啓祐 

 

 The Victorian Kitchen Garden /  Paul Reade 

横田 知美   Pf 龍澤 友里 

 

 歌劇「魔笛」より序曲 / W.A.Mozart 

Cl1 三浦 紗葵  Cl2 日景 瑞奈  Cl3 増田 優樹 

Cl4 坂倉 有里奈  BassCl 須藤 紘平 

  



 Foster Rhapsody / 鈴木 英史 

Cl1 竹内 理人  Cl2 宮本 麻亜子  Cl3 倉崎 葵 

Cl4 横田 知美  BassCl 平井 里奈 

 

～休憩～ 

 

ファゴット 

 Capriccio /  Jul.Weisenborn 

鈴木 絢子   Pf 葛岡 彩花 

 

 Introduction,Theme and Variations Op.10 /  Carl jacobi 

堀込 大樹   Pf 櫻田 啓祐 

 

 Sonata in e minor /  G.Ph.Telemann 

山川 莉加   Pf 鈴木 絢子 

 

 ファゴット協奏曲より第１楽章 / J.N.Hummel 

齋藤 美里   Pf 鈴木 絢子 



～休憩～ 

 

アンサンブル 

 木管 4重奏曲 / ジャン・フランセ 

Fl．堀部 ひとみ Ob．鳥飼 野々花 Cl．竹内 理人 Fg．齋藤 美里 

 

 5つのディベルティメント K.439bから第１番(抜粋)  / W.A.Mozart 

Ob．畑 江里菜 Cl．倉崎 葵 Fg．秋澤 香奈美 

 

 ディベルティメント / ハイドン 

Fl．井手 みずき 太田 雄基 Ob．宮地 晴子 西山 千晴 

Cl．宮本 麻亜子 横田 知美 Fg．上野 凪 菊池 真代 

Hr．佐藤 恵里 山中 有美 

 

 7つの舞曲 / ジャン・フランセ 

Fl．今 優佳 平松 あさひ Ob．五島 穣 椿 真理子 

Cl．倉崎 葵 平井 里奈 Fg．山川 莉加 堀込 大樹 

Hr．小川 香奈 高橋 浩太郎 



 13管楽器のためのセレナード / R.シュトラウス 

Fl．堀部 ひとみ 橋本 大輝 Ob．田口 裕隆 鳥飼 野々花 

Cl．竹内 理人 横田 知美 Fg．齋藤 美里 鈴木 絢子 

Hr．柏木 大輝 小川 香奈 佐藤 大誓 日野 健悟 Tub．瀬底 まなみ 

 

 

 

第 114回 千葉大学管弦楽団 定期演奏会  

2013年 12月 14日（土） 開場 18:00 開演 18:30 

すみだトリフォニー大ホール  

曲目：サン・サーンス／死の舞踏  

   ラヴェル／組曲「マ・メール・ロア」  

   マーラー／交響曲第１番 ニ長調  

指揮：上野 正博  

チケット：全席自由 700円 （当日券あり） 


