
京阪沿線で活躍する新進クラシック音楽家による
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ショパン : 
エチュードOp.25-11 「木枯らし」...ほか

...ほかヴィヴァルディ : チェロとピアノのための６つのソナタ第6番...ほか

｢奥様、これがカタログです｣

モーツァルト : 
《ドン･ジョバンニ》より
｢奥様、これがカタログです｣...ほか

真島 俊夫 : 流れる色
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お車でのご来場はご遠慮ください。お車でのご来場はご遠慮ください。お車でのご来場はご遠慮ください。
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ピアノ：天勝 悠太ピアノ：天勝 悠太ピアノ：天勝 悠太

京都市立京都堀川音楽高等学校在学中。第71回全日本学生音楽コンクール大阪大会ピアノ部門高校の部第３

位、全国大会入選、第30回大東楽器ピアノフェスティバルグランプリ、第５回寝屋川市アルカスピアノコンク

ールソロ高校生部門第１位、第11回ベーテン音楽コンクール自由曲コースピアノ部門高校生の部第１位、第

16回宝塚ベガ学生ピアノコンクール高校生部門第２位など入賞多数。ピアノを中川美穂氏に師事。
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ールソロ高校生部門第１位、第11回ベーテン音楽コンクール自由曲コースピアノ部門高校生の部第１位、第

16回宝塚ベガ学生ピアノコンクール高校生部門第２位など入賞多数。ピアノを中川美穂氏に師事。

ユーフォニアム：友澤 実咲ユーフォニアム：友澤 実咲ユーフォニアム：友澤 実咲

東海大学付属仰星高等学校卒業。同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏専攻でユーフォ二アムを専攻。三宅孝

典氏に師事。全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 関西大会（第20回優良賞・第22回優秀賞）、第4

回J.E.T.A.（日本ユーフォニアム・テューバ協会）学生ソロコンクール ジュニア部門第3位。

 

東海大学付属仰星高等学校卒業。同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏専攻でユーフォ二アムを専攻。三宅孝

典氏に師事。全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 関西大会（第20回優良賞・第22回優秀賞）、第4
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大阪府立夕陽丘高校音楽科卒業。同志社女子大学在学中。

ピアノグレード6級取得。2016、2017年大阪国際音楽コンクールファイナル入選。2017年日本クラシック

音楽コンクール地区本選優秀賞全国大会出場。ピアノを延時幸子氏に師事。
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京都市立芸術大学卒業。卒業時に卒業演奏会に出演。同大学大学院修士課程修了。オペラではモーツァルト「フ

ィガロの結婚」フィガロ、バルトロ、「ドンジョバンニ」マゼット、騎士長、｢コジ･ファン･トゥッテ｣ドンアルフ

ォンソ、「魔笛」ザラストロ、ビゼー「カルメン」スニガ、プッチーニ「ラ・ボエーム」コッリーネ、木下牧子「不思

議の国のアリス」笑い猫などを演じる。宗教曲においては、フォーレ｢レクイエム｣、関西音楽大学オーケストラ

フェスティバルにてモーツァルト｢レクイエム｣のソリストを努める。声楽を小木谷好美、北村敏則の各氏に師

事。
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事。
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京都市立京都堀川音楽高等学校卒業。京都市立芸術大学卒業。現在、同大学院修士課程1年に在籍。S.ドレンス

キー、A.ピサレフ、P.ネルセシアン、G.プルーデルマッハー、リーカムシン、W.ヴァッツィンガー、A.ピクルの

など多数の著名な音楽家からレッスンを受ける。これまでにピアノを岡田一美、鈴木かずこ、松井和代、岡原慎

也、阿部裕之の各氏に、ピアノ重奏を芝令子、塩見亮の各氏に師事。日本ドイツリート協会会員。
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2009年に大阪音楽大学を卒業したメンバーで結成され、様々なクラリネットを用いて演奏

活動を行っている。大阪音楽大学主催ミレニアムホール推薦コンサートに出演。

その他、エキスポシティのフードコート内やホテルのロビー演奏、地域のイベントに招聘され

るなど、活動の幅を広げている。ホームページ　http://irisee.wp.xdomain.jp
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クラリネット：平松 春佳クラリネット：平松 春佳クラリネット：平松 春佳
大阪音楽大学卒業。草津音楽祭にてウィーンフィルハーモニー管弦楽団首席クラリネット奏者でもあったN.トイブル氏に師事し、デ

ィプロムを取得。選抜コンサートにも出演。KOSMA主催の第15回ソロ管楽器コンクールで敢闘賞を受賞。これまでに武田仁、中村真

美の各氏に師事。

大阪音楽大学卒業。草津音楽祭にてウィーンフィルハーモニー管弦楽団首席クラリネット奏者でもあったN.トイブル氏に師事し、デ

ィプロムを取得。選抜コンサートにも出演。KOSMA主催の第15回ソロ管楽器コンクールで敢闘賞を受賞。これまでに武田仁、中村真

美の各氏に師事。

クラリネット：島田 香クラリネット：島田 香クラリネット：島田 香
大阪府立夕陽丘高等学校音楽科、大阪音楽大学卒業。第13回KOBE国際学生音楽コンクー

ル最優秀賞・審査員長賞受賞。2007,2008 年度明治安田クオリティオブライフ文化財団

音楽奨学生。2008年度大阪音楽大学優秀賞受賞。第25 回ヤマハ管楽器新人演奏会に出

演。クラリネットを本田耕一、児玉知郎、西智子の各氏に師事。現在、大阪音楽大学演奏員、

レイドバックミュージックスクール講師、MIKIミュージック西梅田サロン講師、Dolce 

Music Academy講師。
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Music Academy講師。

クラリネット：小川 翔子クラリネット：小川 翔子クラリネット：小川 翔子
大阪音楽大学卒業。在学中はクラリネットアンサンブルや管楽アンサンブルで学内での演

奏会に励む。現在は特別支援学校勤務。イリゼクラリネットアンサンブルや吹奏楽団で演

奏活動を継続している。これまでにクラリネットを似内和華子、本田耕一の各氏に師事。
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クラリネット：大川 紋佳クラリネット：大川 紋佳クラリネット：大川 紋佳
大阪音楽大学卒業。同大学卒業演奏会に出演。2012年にW.A モーツァルトのクラリネッ

ト協奏曲をエウフォニカ管弦楽団と共演。現在、金蘭千里中学校・高等学校吹奏楽部トレー

ナー。クラリネットを高橋多美、藤井由香の各氏に師事。
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ナー。クラリネットを高橋多美、藤井由香の各氏に師事。


