
※　下記注意事項を必ずお読み頂いた上で、お申し込み下さい。
<注意事項>
○　いずれも暗譜演奏、繰り返しは省略、1番括弧、2番括弧の場合は1番括弧無しで演奏。ダ・カーポ、ダル・セーニョはつけて下さい。※一部例外有り

○　参考楽譜は原典版を推奨しております。

○　２曲演奏の部門は、Ａを演奏した後Ｂを演奏して下さい。

○　各部門内の指示や課題と異なる演奏をした場合、全て失格です。

部門 Ｎｏ． 課題曲 参考楽譜 頁 出版社

14001 しもまきやすこ こねこのおいかけっこ リトルコスモス Ｐ26 全音

14002 Ｖ．クロツキン ワルツ リトルコスモス Ｐ30 全音

14003 カバレフスキー 遊戯　Op.39 No.5 子どものピアノ名曲集 Ｐ6 レッスンの友社

14004 リュバルスキー デュエット ピアノコスモスシューレ１ Ｐ95 全音

14005 Ｂ

14006 ベートーヴェン ドイツのおどり Ｐ8 ヤマハ

14007 平吉 毅州 バレリーナの悲しみ 虹のリズム Ｐ7 カワイ

14008 J.S.バッハ ポロネーズ　g-moll BWV.Anh.119 アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳 P11 ヘンレ

14009 A.Roeley 小フーガ １番 プレ・インヴェンション P6

14010 Ｂ

14011 クレメンティ ソナチネ Op.36-1　第1楽章 ソナチネアルバム 他 Ｐ37 全音

14012 ブルグミュラー 25の練習曲より　無邪気 全音 ブルグミュラー25の練習曲 他 Ｐ16 全音

14013 ヘンデル ブーレ バロック小品集　１巻 P36 ヤマハ

14014 D.ペーシェッチ プレスト ピアノコスモス3 Ｐ90

14015 Ｂ

14016 ハイドン ソナタ第1番 Hob.ⅩⅥ:8 第1楽章 ウィーン原典版 その他原典版

14017 ショパン 24のプレリュード　第23番　ヘ長調Op.28-23 パデレフスキ版 その他

14018 フォーレ 即興曲 嬰ハ短調 Op.84-5 デュラン版 その他

14019 カバレフスキー ソナティネ1番 Op.13-1 第１楽章 ブージー＆ホークス版 その他

14020 Ｂ

14021 ① L.v.ベートーヴェン ソナタ　第13番　Es-dur 第2楽章 ヘンレ版　その他原典版

14022 ② F.メンデルスゾーン 無言歌集より１曲 全音　その他

14023 ③ F.ショパン ノクターン 第2番 Es-dur パデレフスキ版　他

14024 ④

14025 ① M.モシュコフスキー 15の練習曲 全音　その他各社版

14026 ② A.スクリャービン Op..8  Op.42 Op.65　もしくは
その他の練習曲 全音　その他各社版

14027 ③ F.ショパン 12の練習曲　Op.10  Op.25 パデレフスキ版　その他各社版

14028 ④ F.メンデルスゾーン 3つの練習曲　　Op.104 ブライトコプフ版　その他各社版

14029 ⑤ J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集
第一巻及び第二巻(フーガのみ) ヘンレ版　その他原典版

14030 ⑥

14031 ① モーツァルト ピアノ・ソナタ　K.576 第1楽章 ウィーン原典版 その他原典版

14032 ② ショパン バラード3番 パデレフスキ版 その他

14033 ③ カバレフスキー ピアノ・ソナタ3番 第1楽章 ブージー＆ホークス版 その他

14034 ④ 各社版

アマチュア
（18歳以上の

音楽愛好家対象）
各社版

14035 ｓａｉｌｏｒ’ｓ　ｓｏｎｇ デュエット・フェボリット　レベル1 Ｐ12 東音

14036 ハイキング オルガンピアノの本3 Ｐ46 ヤマハミュージックメディア

14037 トランペットのひびき ピアノカレイドスコープ4 Ｐ18 全音

14038 旋律的練習曲Ｏｐ.149 №6 ピアノ連弾曲集1旋律的小品 Ｐ18 全音

14039 ドイツ舞曲 ピアノ連弾曲集2 Ｐ20 ヤマハ

14040 メヌエット ピアノ連弾曲集2 Ｐ36 ヤマハ

14041 Ｔｕｒｋｅｙ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔｒａｗ デュエット・フェボリット　レベル4 Ｐ18 カワイ

14042 ウェールズのワルツ おさんぽスウィング Ｐ18 カワイ

14043 こどもの四季「春」 もぐもぐブギ Ｐ63 カワイ

14044 クシコスポスト 新みんなのれんだん2　クラシック名曲集 Ｐ24 ヤマハ

14045 旋律的練習曲Ｏｐ.149 №23 ピアノ連弾曲集1旋律的小品 Ｐ64 全音

14046 海賊船 子供のピアノ連弾曲集　もっとふたりのピアノ Ｐ38 音友

14047 4つのポロネーズＤ.599 Ｏｐ.75より1曲自由選択 四手のためのピアノ舞曲集 全音

14048 アニトラの踊り　Ｏｐ.46-3 グリーグピアノ作品集第3巻　（ピアノ連弾） Ｐ46 ヤマハ

14049 歌 ピアノデュオ・コレクション　ピアノ連弾小品集 Ｐ72 全音

14050 マ・メール・ロアより1曲自由選択 各社版

14051 思い出のはじまり 連弾のアトリエ2 音友

14052

デュオ親子
（中学生以下の子と

親）
14053 �自由曲１曲。但し演奏時間は5分以内とする。時間を超過した場合はカットする場合がある。 各社版

デュオD
（年齢制限なし）

シューベルト

グリーグ

Ｐ.ストヤノフ

ラヴェル

篠原　真

�自由曲１曲。但し演奏時間は5分以内とする。時間を超過した場合はカットする場合がある。

以下の①～④より任意の１曲を選び演奏する事。
但し演奏時間が5分を超過した場合はカットする場合がある。

シニアC
（年齢制限無し）

以下の①～④より任意の１曲を選び演奏する事。
但し演奏時間が6分を超過した場合はカットする場合がある。

シニアB
（高校生以下）

自由曲１曲

自由曲１曲

シニアA
（中学生以下）

デュオC
（中学生）

湯山 昭

以下の①～⑥より任意の１曲を選び演奏する事。
但し演奏時間が6分を超過した場合はカットする場合がある。

デュオB
（小学校4年～6年）

自由曲１曲。但し演奏時間は5分以内とする。
時間を超過した場合はカットする場合がある。

Ｆ.Ｊ.ハイドン

バスティン

ディアベルリ

自由曲１曲

小森 昭宏

Ｌ.ｖ.ベートーヴェン

デュオA
（小学校1年～3年）

バスティン

外国曲

ジョン・ジョージ

ディアベルリ

　　　　　　　　　　　ピアノコンクール事務局

ネッケ

内田 勝人

以下のＡより１曲、Ｂより１曲を選び、計２曲を演奏する事。
但し合計演奏時間は３分以内とする。
※出入りの時間は演奏時間に含まない

ジュニアC
（小学校6年生以

下）

自由曲１曲

自由曲１曲

ジュニアB
（小学校4年生以

下）

自由曲１曲

Ａ

Ａ

以下のＡより１曲、Ｂより１曲を選び、計２曲を演奏する事。
但し合計演奏時間は４分以内とする。
※出入りの時間は演奏時間に含まない
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作曲者

プリティ
（未就学児）

ジュニアA
（小学校2年生以

下） Ａ

自由曲１曲

以下のＡより１曲、Ｂより１曲を選び、計２曲を演奏する事。
但し合計演奏時間は２分以内とする。
※出入りの時間は演奏時間に含まない

Ａ

以下のＡより１曲、Ｂより１曲を選び、計２曲を演奏する事。
但し合計演奏時間は２分以内とする。
※出入りの時間は演奏時間に含まない

]

http://www.toyo-piano.co.jp/piara-g-c/index.html

