
YAMAHA RISING PIANISTS CONCERT

※都合により出演者、曲目が変更になる場合がございます。予めご了承ください。　※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。　※チケット料金には消費税が含まれております。

公演についてのお問い合わせ先：ヤマハコーポレートサービス事務局 TEL. 053-460-2051（平日10時～17時 ※但し、12/30～1/4は年末年始休業）
主催：ヤマハ株式会社　共催：ヤマハホール　後援：一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

これまでも多くの若手ピアニストが瑞々しい演奏を披露してきた「ヤマハ ライジングピアニストコンサート」。
第5回となる今回も、それぞれの個性を引き立たせる様々な楽曲を2日間にわたってお楽しみいただきます。

響きの美しいヤマハホールで、今後に大きな期待が寄せられるピアニストたちの「いま」を、どうぞご堪能ください。

ヤマハ ライジングピアニストコンサート

F.リスト／死の舞踏 S.525

L.v.ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第 23番「熱情」 ヘ短調 Op.57

片山 響

F.ショパン／エチュード 第 1番 ハ長調 Op.10-1
J.ブラームス／ピアノ・ソナタ 第 1番 第 1楽章 Op.1

S.プロコフィエフ／ピアノ・ソナタ 第 2番 第 1楽章 Op.14
F.リスト／パガニーニ大練習曲集 第 6曲「主題と変奏」 イ短調 S.141 R.3b

F.ショパン／エチュード 第 11番 「木枯らし」 イ短調 Op.25-11

塩﨑 基央

Vol.5

2021.1.26（火）・27（水） 19:00開演（18:30開場）  会場：ヤマハホール
チケットの予約・申し込み チケットぴあ 0570-02-9999  https://t.pia.jp/（Ｐコード：188-902）入場料：各日 1,500円 (全席指定)10月24日（土）発売

PROGRAM

三善 晃／ピアノソナタ 第 3楽章
J.ブラームス／ 4つの小品 Op.119

米満 希咲来

A.スクリャービン／ピアノ・ソナタ 第 2番「幻想ソナタ」 嬰ト短調 Op.19

L.v.ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第 26番「告別」 変ホ長調 Op.81-a

岸本 隆之介

F.リスト／巡礼の年 第 2年補遺「ヴェネツィアとナポリ」 S.162

F.ショパン／舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

信貴 美乃里

S.プロコフィエフ／ピアノ・ソナタ 第 7番「戦争ソナタ」 変ロ長調 Op.83

A.スクリャービン／ 5つの前奏曲 Op.16

佐久山 修太

1/26（火） 1/27（水）

S.ラフマニノフ／プレリュード 第 12番 嬰ト短調 Op.32-12

S.ラフマニノフ／プレリュード 第 5番 ト長調 Op.32-5

F.シューベルト／ピアノ・ソナタ 第 13番 イ長調 Op.120 D 664
S.ラフマニノフ／どこへ（シューベルト）

山縣 美季

F.リスト／「ノルマ」の回想（ベッリーニ） S.394 R.133

島多 璃音／失われた風景 Op.3

島多 璃音

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、お客様同士の空間をとっていただけるよう、座席配置とチケット販売数を変更しております。



ヤマハ ライジングピアニストコンサート Vol.5

主催：ヤマハ株式会社　共催：ヤマハホール　後援：一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

■ 入場料：各日1,500円（全席指定）
■ 会場：ヤマハホール■ 出演者

19:00開演（18:30開場）2021年1月26日（火）・27日（水）

ヤマハホール主催公演情報は、
Facebookでもご覧いただけます。

https://www.facebook.com/yamahahall

（平日10時～17時 ※但し、12/30～1/4は年末年始休業）
ヤマハコーポレートサービス事務局 TEL. 053-460-2051● 公演についてのお問い合わせ先  

チケットぴあ  tel.0570-02-9999
Ｐコード：188-902https://t.pia.jp/

出演者プロフィール

●東京メトロ銀座線／丸ノ内線／日比谷線「銀座」駅 A3出口より徒歩4分
●JR線・都営地下鉄浅草線・東京メトロ銀座線「新橋」駅より徒歩7分
●都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座」駅より徒歩7分

ヤマハ銀座ビル7F

山縣 美季
片山 響
信貴 美乃里
米満 希咲来

島多 璃音
塩﨑 基央
佐久山 修太
岸本 隆之介

Kisara Yonemitsu

米満 希咲来

全日本学生音楽コンクール高校生の部東京大
会第 1位、全国大会第2位。ピティナ・ピアノ
コンペティション全国決勝大会E級、G級ベス
ト賞、F級、Jr.G級入選。ベーテン音楽コン
クール中学生の部第 1位、受賞記念演奏会コ
ンチェルトにおいて東京ユニバーサル・フィル
ハーモニー管弦楽団と共演。かながわ音楽コ
ンクールユースピアノ部門中学生の部優秀賞。
Sony CSLピアノアカデミー 1期生。これまで
に、長川晶子、恩田明香、菊地裕介、末松茂
敏、杉本安子の各氏に師事。現在、特待生奨
学金を得て、東京音楽大学付属高等学校3年
在学中。

Minori Shigi

信貴 美乃里

2001年生まれ。兵庫県出身。第2回ヤマハ
ジュニアピアノコンクール グランドファイナル 
D部門第 1位。第37回兵庫県高等学校独唱
独奏コンクール ピアノ部門金賞。2014年、ヤ
マハヤングピアニストコンサートFINAL推薦
演奏会に出演。JOCレコーディングセレクショ
ン2016に選出。ヤマハ・ハイライト・コンサー
ト in OSAKA 2017、2018に2年 連 続 で出
演。第 14回ショパン国際ピアノコンクール in 
ASIA 小学5.6年生部門アジア大会入選。こ
れまでに、ピアノを岡原裕美子、田中修二、渡
辺健二、砂原悟、作曲を長谷川京子の各氏に
師事。現在、京都市立芸術大学音楽学部ピア
ノ専攻 1年に在学中。

Shuta Sakuyama

佐久山 修太

ヤマハマスタークラス演奏研究コース、特別
コースで学ぶ。東京芸術大学音楽学部附属音
楽高等学校、同大学器楽科（ピアノ）卒業。現
在指揮科在籍。作曲、編曲の活動も手掛け
る。ヤマハ・ガラ・コンサート出演。これまで
東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団等と共演。ヤマハ音楽振
興会音楽支援制度奨学生。東京、ウィーン、
パリ、モスクワでマスタークラスに参加し著名
な音楽家のレッスンを多数受講。歌曲伴奏や
室内楽奏者としても活動する。
これまでにピアノを吉永哲道、植田克己、江口
玲、室内楽を青柳晋、山澤慧、総合音楽科を
清水昭夫、西尾洋、西岡瞳、指揮を曽我大介、
山下一史各氏に師事。

Ryunosuke Kishimoto

岸本 隆之介

5歳よりピアノを始める。ピティナピアノコンペティ
ション全国大会にて、2017年F級銀賞及び聖徳大
学川並弘昭賞。2020年特級セミファイナリスト。
全日本学生音楽コンクールにおいて、2016年中学
校の部第 1位及び野村賞、井口愛子賞、福田靖子
賞、かんぽ生命奨励賞。2018年高校の部第2位
及び横浜市民賞（聴衆賞）。2018年Cleveland 
International Piano Competition for Young 
Artists （米）セミファイナリスト。2020年Hilton 
Head International Piano Competition（米）、
ファイナルにてヒルトンヘッド交響楽団と共演。
2017年クラシック・ヨコハマ「生きる」出演。現在、
札幌コンセルヴァトワールにて、ピアノを宮澤功行、
棚瀬美鶴恵の両氏に、ソルフェージュを相原啓寿
氏に師事。また、和声法を南聡氏に師事。北嶺高
等学校3年在学中。福田靖子賞基金奨学生。

Riito Shimata

島多 璃音

ドイツ、デュッセルドルフ市生まれ。兵庫県宝
塚市にて育つ。4歳からヤマハ音楽教室に入
室、ジュニア専門コース研究クラス修了。
2019年度よりヤマハ音楽支援奨学生。
演奏活動を展開する傍ら、関西トロンボーン
協会・コンクール受賞記念演奏会にて自作曲
「序奏とソナタ」を初演し好評を博す。他にも、
公開講座「文化芸術プロデュースへの招待」
「アトリエ・ムジタンツ」や音楽家、野村誠が
ディレクターを務める「千住だじゃれ音楽研究
会」等に参加し、市民とアートや音楽の関係性
をテーマにワークショップの経験を積んでい
る。現在、東京藝術大学音楽学部器楽科ピア
ノ専攻2年次在学中。坂井千春氏に師事。

Miki Yamagata

山縣 美季

2002年生まれ。第2回ノアンコンクール第 1
位、ノアン賞受賞。ノアンフェスティバルショ
パン（フランス）に出演。第35回かながわ音
楽コンクールユースピアノ部門最優秀賞、神奈
川県知事賞、ピアノ部門第1位受賞。第44回
ピティナ・ピアノコンペティション特級ファイナ
リスト。これまでシレジアフィルハーモニー管
弦楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
東京交響楽団と共演。東京藝術大学音楽学
部附属音楽高等学校を経て、同大学1年在学
中。第7期東京藝術大学宗次德二特待奨学
生。現在東誠三、日比谷友妃子の両氏に師
事。

Motochika Shiozaki

塩﨑 基央

6歳よりピアノ、13歳より作曲理論を学ぶ。第
16回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia 
小学5・6年部門 全国・アジア大会 金賞受
賞。2016年 イモラ国際ピアノアワード（イタリ
ア）第2位。ヴェネツィア フェニーチェ歌劇場
で開催されたガルッピ音楽祭に招待され出演。
2017年 TIAA海外派遣オーディションを15
歳にて最年少合格。翌年、全学費及び渡航往
復運賃全額助成にてモーツァルテウム音楽大
学夏季マスタークラスを受講、J. ルヴィエ、A. 
フレーリヒに師事。期間中、代表コンサート
（2名）に選抜され出演。2018年 ドリアードピ
アノアカデミー第 1位、あしなが奨学金受領。
2020年 ピティナピアノコンペティションG級
全国決勝大会ベスト5賞受賞。現在、ピアノを
松本和将、クラウディオ・ソアレスに師事。作
曲理論を西田直嗣に師事。

Hibiki Katayama

片山 響

第40回 ピティナ・ピアノコンペティション全
国決勝大会 Jr.G級 銀賞。ショパン国際ピア
ノコンクール ハートフォード（アメリカ） ヤン
グアーティスト部門 第2位。オーフス国際ピ
アノコンクール （デンマーク）カテゴリー A 
ファイナリスト。アロハ国際ピアノコンクール
（アメリカ）高校生部門 第 1位。Krystain 
Tkaczewskiピアノコンペティション（ポーラ
ンド） Young Prodigies部門 第1位及び Most 
Promising Talent賞。ロザリオ・マルチアーノ
国際ピアノコンクール（オーストリア） グループ2 
第2位。現在、石井なをみ、東誠三の各氏に師
事。兵庫県立西宮高等学校 音楽科3年生。


