【府中の森めばえコンサートこれまでの出演者】
回

実施日

Vol.1 平成 7年 11月24日（金）
Vol.2 平成 8年 2月16日（金）
Vol.3 平成 8年 5月12日（日）
Vol.4 平成 9年 1月17日（金）
Vol.5 平成 9年 5月18日（日）
Vol.6 平成10年 1月23日（金）
Vol.7 平成10年 11月22日（日）
Vol.8 平成11年 2月27日（土）
Vol.9 平成11年 10月29日（金）
Vol.10 平成12年 3月10日（金）
Vol.11 平成12年 11月18日（土)
Vol.12 平成13年 3月 9日（金）
Vol.13 平成13年 10月 5日（金）

出演者
天羽明惠 ソプラノ ※
佐藤路世 クラリネット
金井泉乃 ピアノ ※
大谷玲子 ヴァイオリン ※
馬渕昌子 ヴィオラ
寺岡有希子 ヴァイオリン
和田記代 ピアノ ※
森田祐子 ピアノ
寒河江 誠 フルート
北御門はる チェンバロ
新垣裕子 ヴァイオリン ※
今井 正 ピアノ ※
長原幸太 ヴァイオリン
河地恵理子 ピアノ
半田美和子 ソプラノ ※
林 美智子 メゾソプラノ
松村繭子（クレールデュオ） マリンバ
中川佳子（クレールデュオ） マリンバ
礒 絵里子 ヴァイオリン
佐々木京子 ピアノ
倉田 優 フルート
石川裕司 ピアノ
須田祥子 ヴィオラ
大鹿由希 ヴァイオリン
望月哲也 テノール ※
宮部小牧 ソプラノ

Vol.14 平成14年 2月 1日（金）

川村奈菜 ヴァイオリン

Vol.15 平成15年 3月14日（金）

椎名雄一郎 オルガン

Vol.16 平成15年 5月25日（日）
Vol.17 平成16年
Vol.18 平成16年
Vol.19 平成17年
Vol.20 平成17年
Vol.21 平成17年
Vol.22 平成18年
Vol.23 平成19年
Vol.24 平成19年
Vol.25 平成20年
Vol.26 平成20年
Vol.27 平成20年
Vol.28 平成21年
Vol.29 平成22年
Vol.30 平成22年
Vol.31 平成23年
Vol.32 平成23年
Vol.33 平成24年
Vol.34 平成24年
Vol.35 平成25年

川又明日香 ヴァイオリン
佐藤卓史 ピアノ
3月11日（木）
清水知子 ソプラノ
小貫岩夫 テノール
9月10日（金）
青山 貴 バリトン ※
藤田美奈子 ソプラノ
3月13日（日）
川村文雄 ピアノ
内山詠美子 マリンバ
4月 9日（土）
鍵冨弦太郎 ヴァイオリン
江尻南美 ピアノ
9月10日（土）
松田理奈 ヴァイオリン
小山裕幾 フルート
5月14日（日）
渡邊玲奈 フルート
外山啓介 ピアノ
西久保友広 マリンバ ※
2月18日（日）
佐藤容子 ソプラノ
川﨑翔子 ピアノ
9月29日（土）
鈴木愛理 ヴァイオリン
前田拓郎 ピアノ
2月17日（日）
荒 絵理子 オーボエ
廣田美穂 ソプラノ
6月12日（金)
海瀬京子 ピアノ
木川博史 ホルン
9月26日（金）
三又瑛子 ピアノ
入江一雄 ピアノ
9月27日（日）
馬原裕子 ソプラノ
瀧村依里 ヴァイオリン
2月21日（日）
長谷川彰子 チェロ
首藤玲奈 ソプラノ
9月25日（土）
中桐 望 ピアノ
2月20日（日）
青木尚佳 ヴァイオリン
石原悠企 ヴァイオリン ※
9月17日（土）
朴 瑛実 ソプラノ
小堀勇介 テノール
2月25日（土）
半田美和子 ソプラノ ※
卒業生ｽﾍﾟｼｬﾙ
青山 貴 バリトン ※
10月20日（土） 奥野恵子 メゾソプラノ ※
大田 翔 テノール
2月23日（土）
和田記代 ピアノ ※
卒業生ｽﾍﾟｼｬﾙⅡ 西久保友広 マリンバ ※
（2回公演）
礒 絵里子 ヴァイオリン
馬渕昌子 ヴィオラ

Vol.36 平成25年 9月7日（土）

藤木大地 カウンターテナー

Vol.37 平成26年 2月2日（土）

東京藝術大学音楽学部
邦楽科 学生、卒業生
竹多倫子 ソプラノ
大滝 俊 ピアノ ※
坪井夏美 ヴァイオリン
笹沼 樹 チェロ
駒田敏章 バリトン
藤井玲南 ソプラノ
清水勇磨 バリトン
迫田美帆 ソプラノ
水野優也 チェロ
小川恭子 ヴァイオリン
岡田 奏 ピアノ
東京藝術大学音楽学部邦楽科 学生・卒業生

Vol.38 平成26年 9月20日（土）
Vol.39 平成27年 2月21日（土）
Vol.40 平成27年 9月12日（土）
Vol.41 平成28年 2月21日（日）

Vol.42 平成28年 9月24日（土）
Vol.43 平成29年 2月11日（土）

長唄、三味線、能楽、地謡、小鼓、大鼓、太鼓、笛

Vol.44 平成29年 9月16日（土）
Vol.45 平成28年
Vol.46 平成30年
Vol.47 平成31年
Vol.48 令和元年
Vol.49 令和2年

樋口一朗 ピアノ
ヴィタリ・ユシュマノフ バリトン
9月24日（土）
鐵 百合奈 ピアノ
伊藤優里 フルート
10月13日（土） 大関万結 ヴァイオリン
香月 麗 チェロ
2月23日（土）
種谷典子 ソプラノ ※
吉見友貴 ピアノ
10月19日（土） 本多伊織 ピアノ ※
岡 祐香里 ヴァイオリン
2月11日（火祝） 東京藝術大学音楽学部邦楽科 学生・卒業生
筝曲、能楽、尺八、地謡、笛

Vol.50 令和2年 9月26日（土）

（公演中止）

Vol.51 令和3年 1月9日（土）

瀧本実里 フルート
梅﨑 秀 ピアノ ※
（※印：府中市在住・出身者）

