
　　　　　　　ホ　ー　ル 　楽　　　屋　　６　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　３Ｆ　リ　ハ　ー　サ　ル　室 ３Ｆ　練習室　　１ 　３Ｆ　練習室　２ 　３Ｆ　練習室　３
ベー弦四４番 演奏者 指導 演奏者 指導 演奏者 指導 演奏者 指導 演奏者 指導 　演奏者 指導

3月26日 3月26日
9:30 トリオ体験コーナー Ｖ個人１０：００～ 木村瑠菜 漆原 Ｖ個人１０：００～ 重森玄貴 大宮

上里　向井　下田 　　　　１０：３０～ 奥原幸 漆原 　　　　１０：３０～ 清水絵里 大宮
ピアノ個人　１０：１５〜青木彩絵子 松本

11:00 開講式

12:30 シューマンP三重奏①安達　大宮　下島 松本 ベー弦四６番① 木村　漆原　木田 上里 モーツァルトP四① 佐野　高須　坂口 下田 12:30
ササキ 向井

13:30 ブラームスP三重奏①松本　木村　利倉 向井 シュー弦四断章① 清水　上里　坂口 ベースプリング① 高林　大宮 下田 13:30
下島

14:30 ベー弦四２番① 漆原　高須　坂口 ササキ フランクVソナタ① 松本　梶原 上里 14:30
下島

15:30 モーツァルト弦四① 奥原　上里　木田 ベー弦四４番① 渡邉　大宮　坂口 向井 モーツァルトP三重奏①天野　漆原　相浦 下田 15:30
ササキ 山﨑

16:30 ここからリハ 16:30

17:30 17:30

18:30 18:30

19:30 19:30

20:30 20:30

２０：４５に練習を終えて　２１：００には必ずホールを退出すること！！

3月27日 　　　　ホール 　　楽屋　６ 　　　　　　３Ｆ　　練習室　　１　　　　　　　　３Ｆ　リハーサル室 ３Ｆ　練習室　　１ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　３Ｆ　　練習室　２3月27日 　３Ｆ　練習室　２ 　３Ｆ　練習室　３
9:10 モーツァルトP四② 佐野　高須　坂口 松本 グリーグVソナタ① 臼坂　上里 9:10 V個人　　９：１０～ 梶原千里 漆原

向井 ガレン　　　　　　　9:30天野 下田 　　　　　　９：４０～ 重森玄貴 漆原
10:10 フランクVソナタ② 松本　梶原 大宮 ベー弦四１０番ハープ 高須　漆原　木田 10:00 本間 下田 10:10 Ｖ個人　１０：１０～ 清水絵里 上里

① ササキ 10:30 佐野 下田 　　　　　１０：４０～ 竹下美里 上里
11:10 べーP三重奏３番① 藤本　清水　向井 松本 モーツァルトP三② 天野　漆原　相浦 11:00 高林 下田 11:10 V個人　１１：１０～ 木村瑠菜 大宮 　　　　　１１：１０～ 奥原幸 上里

　　　　　１１：４０〜 渡邉和馬 大宮 　　　　　１１：４０〜 梶原千聖 上里
12:10 アレンスキーP３① 本間　竹下　ササキ 漆原 メントリ　② 浅田　　上里　　脇中 下田 12:10 　　　　　１２：１０～ 奥原幸 大宮

松本 向井 　　　　　１２：４０～ 梶原千聖 大宮
13:10 メントリ① 青木　大宮　相浦 下田 モーVソナタ378① 松本　竹下 漆原 13:10 ＶＣ個人　　１３：１０脇中 向井

14:10 べーP三重奏４番① 森田　木村　向井 下田 モーツァルト弦四② 奥原　上里　木田 漆原 14:10
ササキ ガレン　　　　　14:30 山内 松本

15:10 シュー弦四断章② 清水　上里　坂口 漆原 べーP三重奏１番① 山田　竹下　向井 下田 　　　　　　　　　15:00 曽我部 松本 15:10 VC個人１５：１０〜 山﨑麻由 ササキ
下島 　　　　　　　　　15:30 紅野 松本 　　　　　１５：４０〜 利倉央次朗 ササキ

16:10 ベー弦四４番② 渡邉　大宮　坂口 漆原 べーP三重奏１番① 山内　高須　向井 下田 　　　　　　　　　16:00 高林 松本 16:10 　　　　　１６：１０〜 相浦薫 ササキ
山﨑 　　　　　　　　　16:30 臼坂 松本

17:10 ベー弦四６番② 木村　漆原　木田 大宮 モーVソナタ301① 紅野　上里 下田 　　　　　　　　　17:00 山田 松本 17:10 VC個人１７：１０〜 下島万乃 向井
ササキ 　　　　　　　　　17:30 森田 松本 　　　　　１７：４０〜 相浦薫 向井

18:10 べーP三重奏３番① 塩出　上里　下島 ブラームス弦六① 漆原　木村　木田 ベースプリング② 高林　大宮 　　　　　　　　　18:00 天野 松本 18:10 　　　　　１８：１０〜 利倉央次朗 向井
坂口　相浦　ササキ 　　　　　１８：４０〜 山﨑麻由 向井

19:10 メントリ① 曽我部　重森　向井 上里 ブラームスP三重奏②松本　木村　利倉 ササキ 19:10 V個人　１９：１０〜 竹下美里 大宮
下田 　　　　　１９：４０〜 高須友利恵 大宮

20:10 ピアノ個人　　20:10 塩出 松本 20:10

２０：４５に練習を終えて　２１：００には必ずホールを退出すること！！

3月28日 　　　　　　ホール 　　楽屋　　６ 　　　　　　　　３Ｆ　リハーサル室 ３Ｆ　練習室　　１ 　　　　　　　　　　　　　　　３Ｆ　　練習室　　　２3月28日 　３Ｆ　練習室　２ ３Ｆ　練習室　３　

9:10 モーVソナタ378② 松本　竹下 大宮 モーVソナタ301② 紅野　上里 9:10

ガレン　　　　　　9:30 山内 下田 V個人　　９：４０～ 渡邉和馬 漆原

10:10 ベー弦四４番③ 渡邉　大宮　坂口 上里 10:00 森田 下田 10:10 　　　　　１０：１０～ 高須友利恵 漆原
山﨑 ササキ 10:30 山田 下田 　　　　　１０：４０～ 清水絵理 漆原

11:10 モーツァルトP四③ 佐野　高須　坂口 アレンスキーP３② 本間　竹下　ササキ 上里 11:00 曽我部 下田 11:10
向井 11:30 安達 下田

12:10 グリーグVソナタ② 臼坂　上里 松本 ベー弦四２番② 漆原　高須　坂口 べーP三重奏１番② 山田　竹下　向井 12:00 紅野 下田 12:10
下島 12:30 塩出 下田

13:10 ベースプリング③ 高林　大宮 松本 メントリ② 曽我部　重森　向井 漆原 13:10 ＶＣ個人　13:10 脇中 ササキ
　　　　　　13:40 下島万乃 ササキ

14:10 モーツァルトP三③ 天野　漆原　相浦 松本 べーP三重奏４番② 森田　木村　向井 14:00 藤本 下田 14:10 　　　　　１４：１０～ 高須友利恵 上里
14:30 臼坂 下田 　　　　　１４：４０～ 重森玄貴 上里

15:10 ブラームス弦六② 漆原　木村　木田 向井 べーP三重奏３番② 塩出　上里　下島 松本 15:00 浅田 下田 15:10
坂口　相浦　ササキ

16:10 ベー弦四１０番ハープ高須　漆原　木田 大宮 べーP三重奏３番② 藤本　清水　向井 下田 16:10 　　　　　１６：１０～ 木村瑠菜 上里
② ササキ 　　　　　１６：４０～ 渡邉和馬 上里

17:10 べーP三重奏１番② 山内　高須　向井 松本 メントリ② 青木　大宮　相浦 17:10

18:10 メントリ　　③ 浅田　　上里　　脇中 ササキ シューマンP三重奏② 安達　大宮　下島 下田 18:10 VA個人１８：１０〜　木田奏帆 Ｖ個人　１８：１０～ 竹下美里 漆原
　　　　　１８：４０～ 竹下美里 漆原

19:10 P個人　　19:10 青木 下田 19:10

20:10 20:10

21:00



２０：４５に練習を終えて　２１：００には必ずホールを退出すること！！

3月29日 　　　　　　ホール 　楽屋　６ 　　　　　　　　３Ｆ　リハーサル室 ３Ｆ　練習室　　１ 3月29日 ３Ｆ　練習室　２ ３Ｆ　　練習室　　３
9:10 フランクVソナタ③ 松本　梶原 漆原 シューマンP三重奏③ 安達　大宮　下島 9:10

10:10 ベー弦四１０番ハープ高須　漆原　木田 上里 メントリ③ 曽我部　重森　向井 大宮 10:10
③ ササキ 松本

11:10 ブラームス弦六③ 漆原　木村　木田 べーP三重奏３番③ 藤本　清水　向井 11:10
坂口　相浦　ササキ

12:10 ベー弦四６番③ 木村　漆原　木田 シュー弦四断章③ 清水　上里　坂口 大宮 べーP三重奏１番③ 山内　高須　向井 12:10
ササキ 下島

13:10 べーP三重奏１番③ 山田　竹下　向井 松本 べーP三重奏３番③ 塩出　上里　下島 下田 13:10

14:10 グリーグVソナタ③ 臼坂　上里 下田 メントリ③ 青木　大宮　相浦 松本 14:10

15:10 ベー弦四２番③ 漆原　高須　坂口 向井 ブラームスP三重奏③松本　木村　利倉 15:10
下島

16:10 モーVソナタ301③ 紅野　上里 松本 アレンスキーP３③ 本間　竹下　ササキ 大宮 16:10
下田

17:10 モーツァルト弦四③ 奥原　上里　木田 大宮 べーP三重奏４番③ 森田　木村　向井 松本 17:10
ササキ

18:10 18:10

19:10 19:10

20:10 20:10
２０：４５に練習を終えて　２１：００には必ずホールを退出すること！！


