
お問い合わせ ： ensemble.toneseek@gmail.com

会場

Tokyo Concerts Lab.

「トーキョーコンサーツ ・ ラボ」

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田２-３-１８

東西線 「早稲田駅」 下車　徒歩約 6 分

日時

8/4 ( 木 ) 開場 18:30, 開演 19:00

8/5 ( 金 ) 開場 18:30, 開演 19:00

※両日同プログラムです。

チケット

一般 3,000 円

学生 2,000 円

※全席自由

※当日現金支払いのみ

※当日券 500 円 UP

チケットは下記のＱＲコードより

ご予約いただけます。

Photo: Andrej GrilcPhoto: Mai TOYAMA

プログラム

サルヴァトーレ ・ シャリーノ ： L’orizzonte luminoso di Aton for flute solo (1989)

ブルーノ ・ マントヴァーニ ： Bug for clarinet solo (1999)

マグヌス ・ リンドバーグ ： Quintetto dell’Estate (1979)

イヴァン ・ フェデーレ ： Thrilling Wings for violin solo (2013)　
トリスタン ・ ミュライユ ： Cailloux dans l’eau for piano solo (2018)

ジョナサン ・ ハーヴェイ ： Three Sketches for violoncello solo (1989)

エンノ ・ ポッペ ： Gelöschte Lieder for ensemble  (1999)　日本初演　他

※プログラム、 曲順は変更の可能性がございます。

主催 ： Ensemble Toneseek

後援 ： 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校響親会

指揮： 馬場武蔵

ピアノ： 秋山友貴

フルート： 齋藤志野

クラリネット： 照沼夢輝

ヴァイオリン： 松岡麻衣子

チェロ： 下島万乃

Ensemble Toneseek Vol.1
第一回演奏会

～ 夏の五重奏 ～
アンサンブル ・ トーンシークデビュー公演



～ 夏の五重奏 ～
アンサンブル ・ トーンシークデビュー公演

　2022 年に設立されたアンサンブル ・ トーンシークのデビュー公演となります。 プログラムはここ半世紀の間

に作られた様々な国とスタイルの作品、 独奏５曲と、 五重奏２曲で構成され、 特に現在ドイツで最も注目され

る作曲家エンノ ・ ポッペの 『Gelöschte Lieder for ensemble』 (1999) は日本初演となります。 新たな

アンサンブルの船出にご期待ください。

Ensemble Toneseek
　国内外の様々なアンサンブルシーンで活躍する、 現代音楽のキャリアを積んだ音楽家達が、 新たな活動の

場を拓くべく、 2022 年に設立した現代音楽アンサンブルです。 名前の由来は演奏家、 そして作曲家達と新

しい音を探すきっかけを作る場を目指してつけられた。

Member

指揮：馬場武蔵

　ベルリン音大 （トロンボーン）、 フランクフ

ルト芸大 （指揮） に学ぶ。 １８／１９年度アン

サンブルモデルンアカデミー奨学生。 ヨーロッ

パの主要現代音楽祭に数多く出演。 これま

でに指揮したオーケ ストラにゲッティンゲン

響、 ノイブランデンブルグフィル、 アテネ国

立管など。 ユンゲドイチェフィルハーモニー

においてサー ・ ジョ ージ ・ ベンジャミン、 

ディーマ ・ スロボデニュークほかのアシスタ 

ントを努める。 オペラの分野では現在までに

副指揮者としてベルリンドイツオペラ、 東京 

文化会館、 ２３年には新国立劇場、 ギリシャ

国立歌劇場の公演に携わる。

ピアノ：秋山友貴

　東京藝術大学音楽学部作曲科を経て、 同

大学院修士課程作曲専攻を修了、 大学院ア

カンサス音楽賞を受賞。 現在パリ国立高等

音楽院ピアノ伴奏科修士課程在籍。 幅広い

編成にわたる作編曲作品は国内外で演奏さ

れており、 またピアニストとしてもソロ、 伴奏、

室内楽等さまざまな分野で活動、 特に同時

代音楽の演奏に積極的に取り組んでおり、

カイヤ ・ サーリアホ、 フィリップ ・ マヌリ、 ト

リスタン ・ ミュライユ、 エリック ・ タンギーら

をはじめとして多くの作曲家から高い評価を

得ている。

フルート：齋藤志野

　8 歳より小楠元廣氏の下でフルートを始め

る。 東京藝術大学音楽学部、 並びに大学院

を卒業。 2017 年より渡欧。 カール = ハイ

ンツ ・ シュッツ氏の下で研鑽を積み、 2018

年度にはウィーン ・ フィルハーモニー管弦楽

団のアカデミー生としても活動した。 オースト

リア ・ グラーツ国立音楽大学の現代音楽科

にて Klangforum Wien のフルート奏者、 

エヴァ ・ フラー、ヴェラ ・ フィッシャーの両氏

に師事、 最優秀の成績で卒業した。 「Trio 

Explosion」 メンバーとしても活動している。

Ensemble Toneseek 公式サイトはこちらから！→

クラリネット：照沼 夢輝

　東京芸術大学卒業。 ク ラリネットを山本正

治、 金子平の各氏に、 指揮を湯浅勇治に師

事。 第 21 回日本クラシック音楽コンクール

第 2 位、 第四回秋吉台音楽コンクール第 3

位 (2 位なし )、 第 90 回日本音楽コンクー

ル入選他、 ミュンヘン国際音 楽コンクールや

プラハの春国際コンクールなどに出場。 第 5

回ジャックラ ンスロ国際クラリネットコンクー

ル セミファイナリスト。 20 歳で日本フ ィル

ハーモニー交響楽団のオーディションに合

格、 東京芸術大学三年在学中 の 2015 年

8 月クラリネット奏者に就任。

ヴァイオリン：松岡 麻衣子

　桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業、 同

大学研究科修了。 2008 年に渡独、 IEMA

( フランクフルト音楽 ・ 舞台芸術大学 ) にて

研鑽を積んだ後、 アンサンブル ・ リネア、 ア

ンサンブル ・ モデルン等の現代音楽演奏団

体で、 欧州を中心に世界各地の主要な現代

音楽祭に招聘される。 現代音楽演奏コンクー

ル 「競楽 XI」 2 位。 2013 年帰国後も、

同時代の作品演奏に多数携わるほか、他ジャ

ンルのアーティストとの活動も積極的に行っ

ている。

チェロ：下島 万乃

　第 12 回大阪国際音楽コンクール III コン

チェルトコース第 1 位、第 22 回日本クラシッ

ク音楽コンクール弦楽器中学生部 門第 1 位

グランプリ、第75回全日本学生音楽コンクー

ル東京大会チェロ部門大学の部第 1 位。 第

26 回名古屋演奏家 育成塾にて聴衆賞、 奨

励賞、 および名古屋市文化振興事業 団賞

を受賞。 東京藝術大学音楽学部附属音楽高

等学校を経て、東京藝術大学を卒業。 現在、

同大学院修士課程に在籍中。 2019〜

2021 年度山田貞夫音楽財団奨学生。

運営代表 ： 久保 哲朗


