Biography
1995 50歳にして指揮法を学ぶ

1996.6 東京にプロフェッショナルオーケストラ"プリンツヒェンガルテンフィルハーモニック管弦楽団"を組織する

1997.1 東京紀尾井ホールにて指揮デビュー 紀尾井ホール
「オベロン」序曲 ウェーバー
交響曲第７番「未完成」 シューベルト
交響曲第４番 ブラームス

1998.1 プリンツヒェンガルテンフィルハーモニック管弦楽団第２回定期 紀尾井ホール
交響詩「わが祖国」より「モルダウ」 スメタナ
ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン
交響曲第1番
ブラームス

1998.5 全国盲⼈協会50周年式典に招待され天皇皇后両陛下のもと記念コンサートを指揮 国際フォーラム⼤ホール

1998.7 プリンツヒェンガルテンフィルハーモニック管弦楽団第３回定期 紀尾井ホール
「ニュルンベルグの名歌⼿」 前 奏 曲 ワ ー グ ナ ー
オーボエ協奏曲 モーツァルト
交響曲第３番「英雄」
ベートーヴェン

1998.8 ウィーンアカデミーにて指揮セミナーに参加 クルト・レーデル⽒に師事

1999.7 プリンツヒェンガルテンフィルハーモニック管弦楽団第４回定期 紀尾井ホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
ピアノ協奏曲第２０番 モーツァルト
交響曲第2番 ブラームス

2000.6 ヨーロッパデビュー スロバキアフィルハーモニー管弦楽団ブラチスラバ、フィルハーモニーホール
「オベロン」序曲 ウェーバー
オーボエ協奏曲 モーツァルト
交響曲第２番 ブラームス

2001.3 東京フィルハーモニー交響楽団（旧新星⽇本交響楽団） サントリーホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
オーボエ協奏曲 モーツァルト
交響曲第１番 ブラームス

2001.6 スロバキアフィルハーモニー管弦楽団 ウィーン楽友協会⼤ホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
フルート協奏曲 モーツァルト
交響曲第１番 ブラームス
2002.5 チェコナショナル交響楽団 プラハドボルザークホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン
交響曲第１番 ブラームス
2002.6 スロバキアピェスチャニー、トレンチェンコ⾳楽祭にスロバキアフィルハーモニー管弦楽団と共に招かれる
「エグモント」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第３番 ベートーヴェン
交響曲第４番 ブラームス
2002.6 スロバキアフィルハーモニー管弦楽団ウィーン楽友協会⼤ホール
「エグモント」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第２０番 モーツァルト
交響曲第４番 ブラームス

2003.6 チェコナショナル交響楽団プラハドボルザークホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 ベートーヴェン
交響曲第２番 ブラームス

2003.6 ハンガリー放送交響楽団 ブダペスト市リストアカデミー⼤ホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
オーボエ協奏曲 モーツァルト
交響曲第２番 ブラームス

2003.6 スロバキアフィルハーモニー管弦楽団 ウィーン楽友協会⼤ホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
交響曲第７番「未完成」 シューベルト
交響曲第２番 ブラームス

2004.6 ハンガリー放送交響楽団 ブダペスト市リストアカデミー⼤ホール
「⼤学祝典」序曲 ブラームス
ピアノ協奏曲第１番 チャイコフスキー
交響曲第４番 ブラームス

2004.6 サンクトペテルブルグ交響楽団 サンクトペテルブルグ市フィルハーモニーホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 ベートーヴェン
交響曲第４番 ブラームス

2004.11 ミュンヘン交響楽団⽇本公演 ⼤阪/ザ・シンフォニーホール
「⼤学祝典」序曲 ブラームス
ピアノ協奏曲第４番 チャイコフスキー
交響曲第１番 ブラームス

東京/国⽴市兼松講堂

2005.6 ハンガリー放送交響楽団 ブダペスト市リストアカデミー⼤ホール
交響曲第３番 ブラームス
交響曲第１番 ブラームス

2005.6 ソフィアフィルハーモニー管弦楽団 ブルガリアソフィア市ブルガリア⼤ホール
「⼤学祝典」序曲 ブラームス
ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン
交響曲第２番 ブラームス

2005.9 ザグレブフィルハーモニー管弦楽団⽇本公演
名古屋/愛知芸術劇場 ⼤阪/ いずみホール 東京/国⽴市兼松講堂 軽井沢/ ⼤賀ホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン
交響曲第２番 ブラームス

2005.9 サンクトペテルブルグ交響楽団 サンクトペテルブルグ市フィルハーモニーホール
「コリオラン」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第３番 ベートーヴェン
交響曲第１番 ブラームス

2006.5 ⼀橋⼤学管弦楽団 アンサンブルウィーン・ベルリン
フルートとハープのための協奏曲 モーツァルト
シンフォニック・コンチェルタンテ モーツァルト

2006.6 ハンガリー放送交響楽団 ブダペスト市リストアカデミー⼤ホール
交響曲第３番「英雄」他 ベートーヴェン

2006.6 スロバキア ピエスチャニ―⾳楽祭オープニングコンサートにスロバキアフィルと共に招かれる
クラーゲンフルト市コンサートホール
「⼤学祝典」序曲 ブラームス
ヴァイオリン協奏曲 ブラームス
交響曲第２番 ブラームス

2006.9 東京フィルハーモニー交響楽団 東京⽂化会館⼤ホール
宇野功芳⽒とのジョイントコンサート
交響曲第３番「英雄」他 ベートーヴェン

2007.6 スーパーワールドオーケストラ 国⽴市兼松講堂
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
ピアノ協奏曲第３番 ベートーヴェン
交響曲第１番 ブラームス

2007.7 サンクトペテルブルグ交響楽団 サンクトペテルブルグ市 教会
交響曲第３番「英雄」 ベートーヴェン
交響曲第５番「運命」 ベートーヴェン

2007.9 東京フィルハーモニー交響楽団 東京オペラシティー⼤ホール
宇野功芳市とのジョイントコンサート
交響曲第４番 他 ブラームス

2008.5 ブダペストコンサートオーケストラ定期演奏会 ブダペスト市リストアカデミー⼤ホール
「タンホイザー」序曲 ワーグナー
ピアノ協奏曲第２番 ラフマニノフ
交響曲第２番 ブラームス

2008.8 チェコナショナル交響楽団"プロムインプラハ2008" プラハ市スメタナホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
ピアノ協奏曲第２３番 モーツァルト
交響曲第７番 ベートーヴェン

2008.10 北⻄ドイツフィルハーモニー管弦楽団 ⽇本公演
⼤阪/ザ・シンフォニーホール 東京/東京オペラシティーコンサートホール
「エグモント」序曲 ベートーヴェン
ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン
交響曲第７番 ベートーヴェン

2008.12 レニングラード国⽴歌劇場管弦楽団 国⽴市兼松講堂
「ルスランとリュドミーラ」序曲 グリンカ
ピアノ協奏曲第２番 ラフマニノフ
交響曲第６番「悲愴」 チャイコフスキー

2009.6 サンクトペテルブルグ交響楽団 サンクトペテルブルグ市フィルハーモニーホール
ヴァイオリン協奏曲 チャイコフスキー
交響曲第６番「悲愴」 チャイコフスキー

2009.7 ニュルンベルグ交響楽団 ドイツニュルンベルグ市ホール及び、エアフェルド市ホール
「プロメティウスの創造物」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第２番 ラフマニノフ
交響曲第７番 ベートーヴェン

2009.9-10 ニュルンベルグ交響楽団⽇本公演 ⼤阪/ いずみホール 東京/国⽴市兼松講堂
「ニュルンベルグの名歌⼿」前奏曲 ワーグナー
ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 ベートーヴェン
交響曲第７番 ベートーヴェン

2009.12 レニングラード国⽴歌劇場管弦楽団 東京オペラシティーコンサートホール
「ダッタン⼈の踊り」 ボロディン
ヴァイオリン協奏曲 チャイコフスキー
交響曲第６番「悲愴」 チャイコフスキー

2010.6 ブルガリア ソフィアフィルハーモニー管弦楽団 ブルガリアソフィア市⼤ホール
「ダッタン⼈の踊り」 ボロディン
ピアノ協奏曲第２番 ラフマニノフ
交響曲第６番「悲愴」 チャイコフスキー

2010.6 ⼤阪シンフォニカー ⼤阪いずみホール ⼤阪府⽴住吉⾼校⾳楽鑑賞会
ヨーロッパの旅 名曲集

2010.10 ⼀橋⼤学兼松講堂レジデントオーケストラ「国⽴シンフォニカー」創⽴記念コンサート 国⽴市兼松講堂
「⼤学祝典」序曲 ブラームス
ピアノ協奏曲 シューマン
交響曲第１番 ブラームス

2011.5 国⽴シンフォニカー第２回定期演奏 会国⽴市兼松講堂
「フィンランディア」 シベリウス
オーボエ協奏曲 モーツァルト
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
交響曲第７番 ベートーヴェン

2011.10 国立シンフォニカー東⽇本⼤震災復興チャリティーコンサート 仙台市東北⼤学荻ホール
交響曲第７番 ベートーヴェン
交響曲第９番「新世界」 ドボルザーク

2011.12 国立シンフォニカー第３回定期演奏会 国立市兼松講堂
「コリオラン」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第２番 ラフマニノフ
交響曲第２番 ブラームス

2012.4 ロイヤルフィルハーモニック管弦楽団 ロンドン市カドガンホール
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
ピアノ協奏曲第2番 ラフマニノフ
交響曲第２番 ブラームス

2012.5 国立シンフォニカー第４回定期演奏会国立市兼松講堂
交響詩「モルダウ」 スメタナ
チェロ協奏曲 ドボルザーク
交響曲第９番「新世界」 ドボルザーク

2012.6 プラハ交響楽団 プラハ市ドボルザークホール
交響詩「モルダウ」 スメタナ
チェロ協奏曲 ドボルザーク
交響曲第９番「新世界」 ドボルザーク

2012.11 国⽴シンフォニカー第５回定期演奏会 国⽴市兼松講堂
交響曲第３番 ブラームス
交響曲第4番 ブラームス

2013.4 国⽴シンフォニカー第６回定期演奏会 国⽴市兼松講堂
「ルスランとリュドミーラ」序曲 グリンカ
ヴァイオリン協奏曲 チャイコフスキー
交響曲第５番 チャイコフスキー

2013.10 国⽴シンフォニカー第７回定期演奏会国⽴市兼松講堂
「プロメティウスの創造物」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第5番変ホ長調「皇帝」 ベートーヴェン
交響曲第3番変ホ長調「英雄」 ベートーヴェン

2013.11 スロバキアシンフォニエッタ定期演奏会 スロバキアジリナ市コンサートホール
「コリオラン」序曲 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第４番 ベートーヴェン
交響曲第２番 ベートーヴェン

2014.4 国⽴シンフォニカー第８回定期演奏会国⽴市兼松講堂
ヴァイオリン協奏曲 ブラームス
交響曲第６番「⽥園」 ベートーヴェン

2014.11 ⼤阪交響楽団コンサート（住吉⾼校⾳楽鑑賞会） ⼤阪いずみホール
「ルスランとリュドミーラ」序曲 グリンカ
ヴァイオリン協奏曲 メンデスルゾーン
交響曲第５番"運命" ベートーヴェン

2014.12 国⽴シンフォニカー第９回定期演奏会 兼松講堂
交響曲第１番 ベートーヴェン
交響曲第９番"合唱付" ベートーヴェン

2015.3 スロバキアシンフォニエッタ定期演奏会 スロバキアジリナ市コンサートホール
ピアノ協奏曲第２番 ブラームス
交響曲第３番"スコットランド" メンデルスゾーン

2015.5 国⽴シンフォニカー第１０回定期演奏会国⽴市兼松講堂
交響曲第７番"未完成" シューベルト
ヴァイオリン協奏曲 メンデスルゾーン
交響曲第５番"運命" ベートーヴェン

2015.11 国⽴シンフォニカー第１１回定期演奏会 国⽴市兼松講堂
交響曲第２番ニ⻑調作品３６ ベートーヴェン
交響曲第９番ニ⻑調作品１２５ ベートーヴェン

2016.3 ソフィアフィルハーモニー管弦楽団 ブルガリアホールBulgaria Hall in Soﬁa
「魔弾の射⼿」序曲 ウェーバー
交響曲第1番 ヨハネス ブラームス
ヴァイオリン協奏曲 ヨハネス ブラームス

2016.5 国⽴シンフォニカー第１２回定期演奏会 国⽴市兼松講堂
ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン
交響曲第８番 ドボルザーク

2016.12 国⽴シンフォニカー第１３回定期演奏会 国⽴市⼀橋⼤学兼松講堂
交響曲第１番ハ短調作品68 ヨハネス ブラームス
交響曲第２番ニ⻑調作品73 ヨハネス ブラームス

2017.5 みんなで⽀える東京ニューシティ管弦楽団”熱演ベートーヴェン
交響曲第5番ハ短調「運命」作品67 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第3番ハ短調作品37 ベートーヴェン
交響曲第7番イ⻑調作品92 ベートーヴェン

7.5.3︕” 東京芸術劇場コンサートホール

2017.10 指揮者 宮城敬雄デビュー20周年記念
ブラームス国際コンクール優勝者ガラコンサート”ブラームスの夕べ” サントリーホール
「⼤学祝典」序曲 ヨハネス ブラームス
ヴァイオリン協奏曲ニ⻑調作 品 7 7 ヨ ハ ネ ス ブ ラ ー ム ス
交響曲第1番ハ短調作品68 ヨハネス ブラームス

2019.3.31 スロバキアシンフォニエッタ ウィーン楽友協会 ブラームスザール オーストリア
第25回ヨハネス・ブラームス国際コンクールガラコンサート
チェロ協奏曲第1番 ハイドン
ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン

2019.8.9 チューリンゲンフィルハーモニー交響楽団 チェコ チェスキー クルムロフ夏の⾳楽祭
交響詩「我が祖国」より“モルダウ” スメタナ
ヴァイオリンとチェロの為の⼆重協奏曲 ブラームス
交響曲第5番「運命」 ベートーヴェン

2019.9.15 ブタペスト交響楽団（MAV） ザルツブルグ モーツァルテウム⼤ホール
「フィガロの結婚」 序曲 モーツァルト
ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン
交響曲第2番 ベートーヴェン

2020.5 INSO LVIV（国際交響楽団リビウ）とのコンサート 感染症拡大の影響により中止

2021.7 ブラームス国際コンクール優勝者披露特別コンサート サントリーホール 感染症拡大の影響により中止

2022.5.3 指揮者宮城敬雄デビュー25周年記念 Concert for Ukraine 紀尾井ホール
交響曲第3番「英雄」 ベートーヴェン
交響曲第4番 ブラームス

2022.12.25 指揮者宮城敬雄デビュー25周年記念 “ウクライナ支援”クリスマスコンサート
交響曲「我が祖国」より “モルダウ” スメタナ
踊れ、喜べ、幸せなる魂よ・ハレルヤ モーツァルト
交響曲第2番 ブラームス
ワルツ・クリスマスソング

