
2019 スナフキンズ音楽教室 生徒ライブ　＜ジュニアの部＞  プログラム      ４月６日(土) ＠昭和文化小劇場

15:00 30   [ 開場 ]    🎸   🎤   🥁   🎷   🎹   🎸   🎤   🥁   🎷   🎹   🎸  （来場者様用）
15:28 2    [ ご挨拶 ]　教室代表  柘植 紀人　　　[ 注意事項 ]　教室ディレクター  SAT

時間 No. 名前 年齢 楽器 曲名１ アーティスト１ （曲名2） （アーティスト２） 講師

開演 1 クスハラ　タイセイ 16 エレキギター 花唄 GReeeeN ー ー 水谷

15:30 2 サゼ　カナデ 11 ドラム ドラえもん 星野源 ー ー 水野

3 ナカムラ　マモル 6 ピアノ きみもとべるよ 「ピーターパン」より こいぬのマーチ 外国曲 宮川

4 ヤマモト　ユウナ 7 ピアノ 人魚のうた ウェーバー Dear Bride 西野カナ 宮川

5 イケダ　ミサト 8 ピアノ ことりのうた ミュラー 美女と野獣 ディズニー 宮川

6 オオハラ　ユリカ 9 ピアノ 前前前世 RADWIMPS ー ー とびい

7 コンドウ　リコ 9 ピアノ Summer 久石譲 ー ー SAT

8 サキヤマ　チトセ 9 ピアノ スーパーマリオブラザーズ水中BGM ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」 ー ー 曾根

9 ヒラマツ　アキヒロ 9 ピアノ アラベスク ブルグミュラー 牧歌 ブルグミュラー 宮川

10 カワムラ　ユキナ 10 ピアノ トリセツ 西野カナ ー ー 宮川

11 サノ　リホ 10 ピアノ TAKARAJIMA Hirotaka Izumi ー ー 曾根

12 スギエ　ミユ 10 ピアノ ウィーアー！ 「ONEPIECE」より ー ー 宮川

13 ヒロセ　ミユウ 10 ピアノ ジムノペディ第１番 サティ ー ー 曾根

14 ミワ　チリン 10 ピアノ ８つのレントラー シューベルト とびい

15 モリ　リュウタロウ 10 ピアノ HANABI Mr.Children ー ー 曾根

16 モリタ　カナコ 10 ピアノ となりのトトロ 久石譲 ー ー とびい

17 ヤマモト　シュンキ 10 ピアノ ほろほろ　やまどり チェコ民謡 BELIEVE 杉本竜一 宮川

18 オガワ　ユウヤ 11 ピアノ 華麗なる大円舞曲 ショパン 3月9日 レミオロメン SAT

19 スドウ　リカ 11 ピアノ Let it be Paul McCartney ー ー とびい

20 イワモト　コウスケ 12 ピアノ ルパン三世のテーマ 大野雄二 ー ー SAT

21 ニッタ　カホ 12 ピアノ マリオネット ローデ TAKUMI／匠 杉谷卓 宮川

22 ヤマオカ　シュンヤ 12 ピアノ ギャロップ ストリーボック ー ー 水沼

23 タシロ　リノ 14 ピアノ 美女と野獣 ディズニーより ー ー 宮川

24 フジエ　ヒナリ 10 トランペット Lemon 米津玄師 ー ー さくら

25 ナカムラ　スミレ 11 トランペット ハトと少年 久石譲 ー ー さくら

26 タカオカ　ナオマサ 9 アコーディオン ゲゲゲの鬼太郎 水木しげる お山の杉の子 佐々木すぐる SAT

27 ノノムラ　リュウノスケ 15 アコーディオン Sakkijarven polkka フィンランド民謡 ー ー SAT

28 コバヤシ　カズキ 12 クラシックギター エリーゼのために ルートヴィヒ.V.ベートーヴェン 愛のロマンス(禁じられた遊び) 不明 Kaio

17:00 29 オオブ　モモカ 10 アコースティックギター スタンディング・ブルー halca ー ー Kaio

30 イシガキ　タツヒロ 11 アコギターボーカル Dragon Night Sekai no Owari 全力少年 スキマスイッチ Kaio

31 ヤマモト　シオン 15 アコギターボーカル さよならエレジー 菅田将暉 マリーゴールド あいみょん Kaio

32 ヤノ　リョウタ 14 ギター レイラ エリック・クラプトン ー ー 水谷

33 アオキ　モナ 10 ピアノボーカル トライエヴリシング Dream Ami 365日の紙ヒコーキ AKB48 宮川

34 イケダ　タイチ 11 ピアノボーカル ルパン三世のテーマ 大野雄二 ドラえもん 星野源 宮川

35 ヌマタ　アミリ 12 ボーカル ３６６日 HY ー ー 袈裟丸

36 ハンヤ　ルカ 12 ボーカル ビリーブ シェネル ー ー 宮川

37 サカイ　ハヤト 16 ボーカル 灰色と青 米津玄師 もう恋なんてしない 槇原敬之 宮川

38 ヨシダ　マリン 16 ボーカル don’t cry anymore miwa ー ー 宮川

39 スズキ　キョウカ 15 アコギターボーカル 東京victory サザンオールスターズ 冬がおわる前に 清水翔太 鳥飼

40 アオキ　ユウヤ 17 ドラム 夜を駆ける スピッツ 春の歌 スピッツ 水野

41 サノ　リョウヤ 14 ドラム BLACK MEMORY THE ORAL CIGARETTES ー ー 水野

42 クマガイ　アオイ 16 ボーカル シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN アイネクライネ 米津玄師 袈裟丸

43 ヨシダ　スズナ 14 ギター We Are Never Ever 
Getting Together Taylor Swift ー ー 水谷

44 コシバ　ユキ 17 エレキギター 打ち上げ花火 米津玄師 ー ー 水谷

18:20 終演　～　ステージで集合写真撮影（出演者＆講師） 講師バンド 講師1人サポート プライベートメンバー


