
ク イ ン テ ッ ト ヴ エフ ンデル

Quintet Lavendel
ON muslc p「 oieCi

兵藤 雅晃

tCe‖ o]

山内 佑太

[ViOla]

長谷部 りさ

[ViOlin]

向吉 彩華

〔ViOlin]

《Quintet Lavendel》

鵜殿 里菜

[PianO l

2018
ANNEX HITOMIホ ール Program

ブ ラームス :6つ の小 品 Op.118よ り

メンデルスデー ン :弦楽四重奏曲 変ホ長調 (1823)

ブラームス :ピ アノ五重奏曲 へ短調 Op.34

9 30
13:0010PEN 13:301START
チケット:¥3,000[一 般]/¥2,000[学 生]

□主催 :ON music project

□お問い合わせ :ON music projectl o80‐ 4300-7611/on.music.project@gmail.com/HP:www.on‐ music‐ project,com

ロチケッ ト取 り扱い i ON music pro,eCt/080-4300-7611(北 サII)|ヒ トミホール ANNEX事務局 /052‐ 935‐0918



向吉 彩華
[第 1パ イオリン]

千葉県出身。現在愛知県立芸術大学

大学院修士課程修了。オーデイション

により第 3回 国際音楽無 NIPPON

マスタークラス受講、選抜演奏会に

出演。京都学生音楽フェステイパル

に出演。学内選抜により室内楽の夕

へ、室内楽の楽しみ、卒業演奏会に

出演。第 38回 読売中部新人演奏会

に出演。これまでに高橋孝子、辻井

淳、沼田園子の各氏に師事。室内楽

を福本泰之、桐山建志、花崎薫、白石

繕子、百武由紀の各氏に師事。

長谷部 りさ
[第 2バ イオリン]

大阪府高槻市出身。大阪府立千里高

等学校国際文化科を経て、現在愛知

県立芸術大学音楽学部 4年在学中。

第 9回関西弦楽コンクール優秀賞及

び審査員賞。第 20回 高槻音楽コン

クールー般の部 (全部門共通 )高槻

市コンサー ト協会賞。第 26回 日本

クラシック音楽コンクール全国大会

大学の部第 3位 (1位なし )。 2016年

度優秀学生賞。学内選抜オーデイショ

ンにより、第 49回定期演奏会、「室

内楽の夕べ」に出演。2016年度 (公

財)山田貞夫音楽財回奨学生。2017

年度成績優秀者奨学生。2018年度(公

財)青山音楽財団奨学生。

2017年 ザルツブルク夏期音楽講習

会にて、ライナー・キュッヒル氏の

マスタークラスを受講。

これまでにヴアイオリンを宮崎彰美、

高瀬乙慈、浦川宜也、久合田緑、沼

田園子の各氏に師事。室内楽を百武

由紀、花崎薫、桐山建志の各氏に

師事。

クインテ ッ ト・ ラヴェンデル

鵜殿 里菜
[ピ アノ ]

4歳よリビアノを始める。名古屋市

立菊里高等学校音楽科を経て愛知県

立芸術大学音楽学部器楽専攻ピアノ

コースを卒業。現在、同大学院博士

前期課程 2年在学中。大学在学中に

学内選抜による室内薬の楽しみ、ピア

ノ名山コンサート、第 48回愛知県立

芸術大学卒業演奏会に出演。2017年

9月 、大学選抜メンバーによるピア

ノフレッシュコンサー トに出演。

2017年 度愛知県立芸術大学芸術講座

「レクチャーコンサート室内楽のタ

ベJに 出演。

第 14回 日本演奏家コンクールどアノ

部門高校Aの部特別賞。第 21回 東

三河PTCビ アノコンクール高校・

大学。一般 B部門銅賞。第 ■ 回ベー

テン音楽コンクール大学院生Aの部

第 3位。2018年度 (財 )北野生涯教

育振興会音楽奨学生。

これまでに白石英統、内藤江美、松本

総一郎の各氏に師事し、現在エフゲ

ニー・ザラフイアンツ氏に師事。

ソロだけでなく、器楽伴奏、室内楽

分野でも幅広く活動中.

山内 佑太
[ヴ ィオラ ]

岐阜県出身。金沢大学を経て愛知県

立芸術大学音楽学部 (音楽科 )器楽

専攻弦楽器コース卒業.現在、同大

学院在籍。大学主催の室内楽のタペ

Vo1 15、 16、 第 49回卒業演奏会等に

出演。これまでにブイオラを石黒靖

典、兎束俊之、百武由紀の各氏に師

事。室内楽を百武由紀、花崎薫の各

氏に師事。第 3回宗次ホール弦楽四

重奏コンクールに出場し、原田禎夫、

ヴアーツラフ・レメシュ、百武由紀

の各氏のマスタークラスを受講.プラ

ジャーク カルテット、ハンス・クリ

ステイアン・シュパイカー氏のマス

タークラス受講。第 17回大阪国際

音楽コンクール 弦楽器部門 Age‐U

入選。ブィオラスペース 2016、 2017

名古屋公演に出演。

兵藤 雅晃
[チ ェロ ]

13歳 よリチェロを始める。愛知県立

芸術大学音楽学部器楽科弦楽器コー

ス卒業。

第 3回宗次ホール弦楽四重奏コン

クールに出場し、原則禎夫、ヴァーツ

ラフ・レメシュ、百武山紀各氏のマ

スタークラスを受講。ブイオラスペー

ス 2016名 古屋公演に出演`こ れま

でに室内楽を桐山建志、自石稽子、

百武山紀、花崎薫各氏に師事。小林

道夫、クラウス・カンギーサー、H‐C

シュヴァイカー各氏の公開レッスン

を受講。学内選抜による第 50回 定

期演奏会等に出演.チ ェロを鈴木康

史、渡遷正和、花崎薫各氏に師事.

■JRでお越 しの場合

千極駅地下改イt口 方面、5香出口より徒歩4分

日地下鉄でお越 しの場合

東山線:千 種と
'5番

出口より、徒歩幼4分 .

慢通緑:車 道駅4番 出口出てすぐ左折=徒歩で約7分
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ヨ…ロッパの高級ヴアイオリンの輸入販売。感動の出会いを、ヴィルトゥオーゾから。

■メニコンは禁ナ
‐
運動を推進してし`ます


