
出演表 5月30日 日曜日
演奏開始
予定時刻 氏名 学年 楽器 曲
10:30 市川 真子 小6 ドラム 群青日和（東京事変）
10:38 岡田 稀子 小1 ドラム 虹（菅田将暉） 
10:44 岩本 晏奈 小1 ドラム time
10:50 神谷 万作 小1 ドラム 炎
10:56 滝澤 歓大 小4 ドラム What’s Gonna Be?（FIVE NEW OLD）
11:05 加藤 杏 小2 ピアノ I Love… / シンデレラは転ばない
11:12 遠山 凛保 小1 ピアノ ミッキーマウスマーチ
11:15 鈴木 維人 小2 ピアノ 怪物
11:27 稲垣 美邦 年中 ピアノ ひまわりの約束
11:32 木野瀬 蕗 年中 ピアノ きらきら星 / かえるのうた
11:36 高橋 桜華 年長 ピアノ 紅蓮華
11:40 今井 智佳 小1 ピアノ すいかのめいさんち / てをたたきましょう
11:45 服部 彩海 小2 ピアノ 炎
11:50 杉浦 まひろ 小3 ピアノ あわてんぼうの歌

杉浦 みちる 年長 ピアノ
11:53 櫻井 恵好 小5 ピアノ 炎
12:03 鈴木 千智 小1 ピアノ 炎
12:10 金田 安莉 小1 ピアノ 輝く未来
12:15 滝藤 愛 小2 ピアノ 紅蓮華
12:21 桑原 諒多 小2 ピアノ パプリカ
12:26 西井 彩花 小2 ピアノ 山の音楽家 / ドラえもん
12:33 西井 海翔 小4 ギター All Young Children Play The Guitar / Yellow Taxi
12:39 勝田 陽芽子 小3 ピアノ 竈門炭治郎のうた
12:44 河野 翠梨 小3 ピアノ カトレア(ヨルシカ)
12:49 小峰 維仁 小2 ピアノ うっせぇわ
12:56 川上 柚葉 小4 ピアノ 千本桜

川上 沙羅葉 小1 ピアノ
13:03 （時間調整）
14:03 高原 彩寧 小5 フルート エーデルワイス
14:07 柴田 七海 小6 フルート ※出演キャンセル
14:13 嘉藤 桃彩 中1 サックス 裸の心（あいみょん） 
14:20 中島 数人 大人 サックス 古い日記（和田アキ子）
14:33 岡本 太一 年長 ギター Turtle's 7
14:36 平野 晴哉 小5 ベース 未来予想図Ⅱ

14:43 角谷 健一郎 小4 ギター 炎
14:50 中村 英謙 小1 ギター さんぽ

毛 梓碩 小1 ギター
14:50 白木 克実 高校生 ギター ドライフラワー
15:00 星野 孝太郎 小1 ピアノ アンパンマンたいそう
15:04 山路 仁子 年中 ピアノ おおきなたいこ / きらきらぼし
15:07 伊藤 一慶 年中 ピアノ It's A Small World / We Are The World
15:12 山田 誉里子 年長 ピアノ 世界中のこどもたちが
15:16 加藤 亜栖美 年長 ピアノ 100％でいこう
15:25 小嶋 大智 年長 ピアノ 炎
15:30 小日向 ゆい 年長 ピアノ 白雪姫メドレー(いつか王子様が～ハイ・ホー)
15:34 小林 颯華 年長 ピアノ ドレミのまほう
15:38 青山 凜 年長 ピアノ ※出演キャンセル
15:41 田中 雄一朗 小1 ピアノ 紅蓮華
15:46 岩佐 優子 小1 ピアノ しずかな夜 / むすんでひらいて
15:52 田原 彩愛 小1 ピアノ よろこびのうた / ちょうちょう
15:56 嶋崎 琴心 小1 ピアノ 紅蓮華
15:59 蘇 英華 小1 ピアノ Part Of Your World
16:05 蘇 英博 小2 ピアノ 1・2・3
16:09 塩澤 大輝 小2 ピアノ ハローハロー
16:13 松永 和葉 小2 ピアノ あめふりくまのこ
16:17 木野瀬 みのり 小2 ピアノ ドレミのうた
16:25 髙津 愛花 小2 ピアノ 炎
16:32 蒔田 明香里 小3 ピアノ 峠の我が家
16:35 原 彩菜 小3 ピアノ 紅蓮華
16:41 山田 果凛 小4 ピアノ パプリカ
16:47 山田 夕珠乃 小4 ピアノ となりのトトロ
16:51 大野 煌平 小4 ピアノ チェリー
16:56 小出 雄介 小6 ピアノ Welcome to Jurassic Park
17:05 中村 隆希 小4 ウクレレ あつまれどうぶつの森メインテーマ
17:11 磯谷 こころ 小5 ウクレレ いつも何度でも
17:17 藤ノ木 蘭香 小4 ギター 猫
17:23 石川 瑚菜 小4 ギター Dynamite
17:30 柴田 希来 小5 ギター 猫
17:36 三島 杏理 中2 ギター KMTR645

今回は新型コロナ対策としまして、混雑を防ぐために小規模な発表会となります♪ 

【ご出演にあたって】 
■出演者の皆様は演奏開始予定時刻の10分前には教室へお越しください 
■演奏時刻は目安となりますので、前後する場合もございます 
　※リハーサルはございません 

【ご参観にあたって】 
■ご参観人数は上限3名とさせていただきます（入場料はかかりません） 
　発熱のある方や、体調の優れない方のご参観はご遠慮ください

♫ 徳川ミュージックアカデミー　春のSmall発表会2021プログラム  Day2♫
開催日：5月30日 日曜日
会場：徳川ミュージックアカデミー本店


