
みんなdeショパンマラソン　全曲212曲リスト
※申込時、曲コード・曲名を下記より必ずご記入下さい

◆曲名欄が白いものは未演奏曲です。過去演奏曲でもお好きな曲をご演奏頂けます。

曲
コード

曲名 2018
演奏曲

2017
演奏曲

2016
演奏曲

2015
演奏曲

エチュ
ード

001 エチュード 第1番 op.10-1 ハ長調 ● ● ●
002 エチュード 第2番 op.10-2 イ短調 ●
003 エチュード 第3番 op.10-3 ホ長調 『別れの曲』 ● ● ● ●
004 エチュード 第4番 op.10-4 嬰ハ短調 ● ●
005 エチュード 第5番 op.10-5 変ト長調 『黒鍵』 ● ● ●
006 エチュード 第6番 op.10-6 変ホ短調 ●
007 エチュード 第7番 op.10-7 ハ長調 ●
008 エチュード 第8番 op.10-8 ヘ長調 ● ● ●
009 エチュード 第9番 op.10-9 ヘ短調 ● ●
010 エチュード 第10番 op.10-10 変イ長調 ● ● ●
011 エチュード 第11番 op.10-11 変ホ長調
012 エチュード 第12番 op.10-12 ハ短調 『革命』 ● ● ●
013 エチュード 第1番 変イ長調 op.25-1 『エオリアンハープ』 ● ● ●
014 エチュード 第2番 ヘ短調 op.25-2 人気★１位 ● ● ●
015 エチュード 第3番 ヘ長調 op.25-3 ●
016 エチュード 第4番 イ短調 op.25-4 ●
017 エチュード 第5番 ホ短調 op.25-5 ●
018 エチュード 第6番 嬰ト短調 op.25-6
019 エチュード 第7番 嬰ハ短調 op.25-7 ● ●
020 エチュード 第8番 変ニ長調 op.25-8
021 エチュード 第9番 変ト長調 op.25-9 『蝶々』
022 エチュード 第10番 ロ短調 op.25-10 ●
023 エチュード 第11番 イ短調 op.25-11 『木枯らし』 ●
024 エチュード 第12番 ハ短調 op.25-12 『大洋』 ●
025 3つの新しいエチュード 第1番 ヘ短調 （1837） ●
026 3つの新しいエチュード 第2番 変イ長調 （1837） ●
027 3つの新しいエチュード 第3番 変二長調 （1837）

バラード
028 バラード 第1番 ト短調 op.23 ● ● ● ●
029 バラード 第2番 ヘ長調 op.38 ● ● ● ●
030 バラード 第3番 変イ長調 op.47 ● ● ●
031 バラード 第4番 ヘ短調 op.52 ● ●

スケル
ツォ

032 スケルツォ 第1番 ロ短調 op.20 ●
033 スケルツォ 第2番 変ロ短調 op.31 ● ● ●
034 スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 op.39 ● ●
035 スケルツォ 第4番 ホ長調 op.54 ●

即興曲
036 即興曲 第1番 変イ長調 op.29 人気★２位 ●
037 即興曲 第2番 嬰ヘ長調 op.36 ●
038 即興曲 第3番 変ト長調 op.51 ●
039 幻想即興曲 嬰ハ短調 WN46 （1834-35 op.66） 人気★２位 人気★２位 人気★２位

ピアノ
ソナタ

040 ソナタ 第1番 ハ短調 op.4 ●
041 ソナタ 第2番 変ロ短調 op.35 『葬送』 ●
042 ソナタ 第3番 ロ短調 op.58 ●

ノク
ターン

043 ノクターン第１番　変ロ短調　op.9-1 ● ● ●
044 ノクターン第２番　変ホ長調　op.9-2　　 ● 人気★１位 ● 人気★１位
045 ノクターン第３番　ロ長調　op.9-3
046 ノクターン第４番　ヘ長調　op.15-1 ●
047 ノクターン第５番　嬰ヘ長調　op.15-2 ●
048 ノクターン第６番　ト短調　op.15-3　
049 ノクターン 第7番 嬰ハ短調 op.27-1 ● ●
050 ノクターン 第8番 変ニ長調 op.27-2 ● ●
051 ノクターン 第9番 ロ長調 op.32-1 ●
052 ノクターン 第10番 変イ長調 op.32-2
053 ノクターン 第11番 ト短調 op.37-1
054 ノクターン 第12番 ト長調 op.37-2 ●
055 ノクターン 第13番 ハ短調 op.48-1 ● ● ●
056 ノクターン 第14番 嬰ヘ短調 op.48-2
057 ノクターン 第15番 ヘ短調 op.55-1 ● ● ●
058 ノクターン 第16番 変ホ長調 op.55-2 ●
059 ノクターン 第17番 ロ長調 op.62-1 ● ●
060 ノクターン 第18番 ホ長調 op.62-2 ●
061 ノクターン ホ短調 WN23 （1827 op.72-1） ● ●
062 ノクターン 嬰ハ短調 WN37 遺作 人気★２位 ● ●
063 ノクターン ハ短調 WN62 （1845-46） ●

マズルカ

064 マズルカ 第1番 嬰ヘ短調 op.6-1 ●
065 マズルカ 第2番 嬰ハ短調 op.6-2 ●
066 マズルカ 第3番 ホ長調 op.6-3 ●
067 マズルカ 第4番 変ホ短調 op.6-4
068 マズルカ 第5番 変ロ長調 op.7-1 ● 人気★２位 人気★１位 人気★２位



マズルカ

069 マズルカ 第6番 イ短調 op.7-2 ●
070 マズルカ 第7番 ヘ短調 op.7-3
071 マズルカ 第8番 変イ長調 op.7-4
072 マズルカ 第9番 ハ長調 op.7-5
073 マズルカ 第10番 変ロ長調 op.17-1
074 マズルカ 第11番 ホ短調 op.17-2 ●
075 マズルカ 第12番 変イ長調 op.17-3 ●
076 マズルカ 第13番 イ短調 op.17-4 ●
077 マズルカ 第14番 ト短調 op.24-1 ●
078 マズルカ 第15番 ハ長調 op.24-2 ● ●
079 マズルカ 第16番 変イ長調 op.24-3
080 マズルカ 第17番 変ロ短調 op.24-4
081 マズルカ 第18番 ハ短調 op.30-1
082 マズルカ 第19番 ロ短調 op.30-2
083 マズルカ 第20番 変ニ長調 op.30-3
084 マズルカ 第21番 嬰ハ短調 op.30-4
085 マズルカ 第22番 嬰ト短調 op.33-1 ●
086 マズルカ 第23番 ニ長調 op.33-2 ●
087 マズルカ 第24番 ハ長調 op.33-3
088 マズルカ 第25番 ロ短調 op.33-4 ●
089 マズルカ 第26番 ホ短調 op.41-1 ●
090 マズルカ 第27番 ロ長調 op.41-2
091 マズルカ 第28番 変イ長調 op.41-3 ●
092 マズルカ 第29番 嬰ハ短調 op.41-4
093 マズルカ 第30番 ト長調 op.50-1
094 マズルカ 第31番 変イ長調 op.50-2
095 マズルカ 第32番 嬰ハ短調 op.50-3
096 マズルカ 第33番 ロ長調 op.56-1
097 マズルカ 第34番 ハ長調 op.56-2
098 マズルカ 第35番 ハ短調 op.56-3
099 マズルカ 第36番 イ短調 op.59-1 ●
100 マズルカ 第37番 変イ長調 op.59-2 ●
101 マズルカ 第38番 嬰ヘ短調 op.59-3 ● ● ●
102 マズルカ 第39番 ロ長調 op.63-1
103 マズルカ 第40番 ヘ短調 op.63-2
104 マズルカ 第41番 嬰ハ短調 op.63-3 ● ● ●
105 マズルカ イ短調 『ノートル・タン』 （1840）
106 マズルカ イ短調 『エミール・ガイヤールへ』 （1841） ●
107 マズルカ ト長調 WN26 （1830 op.67-1） ●
108 マズルカ ト短調 WN64 （1846 op.67-2） ● ●
109 マズルカ ハ長調 WN48 （1835 op.67-3）
110 マズルカ イ短調 WN60 （1846 op.67-4） ● ●
111 マズルカ ハ長調 WN24 （1829 op.68-1）
112 マズルカ イ短調 WN14 （1827 op.68-2） ● ●
113 マズルカ 第50番 ヘ長調 WN25 （1830 op.68-3） 人気★２位 ● ● ●
114 マズルカ へ短調 WN65 （1848 op.68-4） ●
115 マズルカ 変ロ長調WN7 （1826） ●
116 マズルカ ト長調WN8 （1826） ●
117 マズルカ ニ長調 （1820）
118 マズルカ ニ長調 （1832）
119 マズルカ 変ロ長調 WN41 （1832） ● ●
120 マズルカ ハ長調 （1833）
121 マズルカ 変イ長調 WN45 （1833）

プレ
リュード

122 プレリュード 第1番 ハ長調 op.28-1 ● ●
123 プレリュード 第2番 イ短調 op.28-2 ●
124 プレリュード 第3番 ト長調 op.28-3 ● ● ●
125 プレリュード 第4番 ホ短調 op.28-4 ● ● ● ●
126 プレリュード 第5番 ニ長調 op.28-5
127 プレリュード 第6番 ロ短調 op.28-6 ●
128 プレリュード 第7番 イ長調 op.28-7 人気★２位 ●
129 プレリュード 第8番 嬰ヘ短調 op.28-8
130 プレリュード 第9番 ホ長調 op.28-9 ●
131 プレリュード 第10番 嬰ハ短調 op.28-10 ●
132 プレリュード 第11番 ロ長調 op.28-11 ● ● ●
133 プレリュード 第12番 嬰ト短調 op.28-12 ●
134 プレリュード 第13番 嬰ヘ長調 op.28-13 ●
135 プレリュード 第14番 変ホ短調 op.28-14 ●
136 プレリュード 第15番 変ニ長調 op.28-15 『雨だれ』 ● ● ● ●
137 プレリュード 第16番 変ロ短調 op.28-16 ●
138 プレリュード 第17番 変イ長調 op.28-17 ●
139 プレリュード 第18番 ヘ短調 op.28-18 ●
140 プレリュード 第19番 変ホ長調 op.28-19
141 プレリュード 第20番 ハ短調 op.28-20 ●
142 プレリュード 第21番 変ロ長調 op.28-21 ●
143 プレリュード 第22番 ト短調 op.28-22 ● ●



プレ
リュード

144 プレリュード 第23番 ヘ長調 op.28-23 ● ●
145 プレリュード 第24番 ニ短調 op.28-24 ● ●
146 プレリュード 嬰ハ短調 op.45 ●
147 プレリュード 変イ長調 WN44 （1834） ●

ポロ
ネーズ

148 ポロネーズ 第1番 嬰ハ短調 op.26-1 ● ● ● ●
149 ポロネーズ 第2番 変ホ短調 op.26-2 ●
150 ポロネーズ 第3番 イ長調 op.40-1 『軍隊』 ● ●
151 ポロネーズ 第4番 ハ短調 op.40-2
152 ポロネーズ 第5番 嬰ヘ短調 op.44 ●
153 ポロネーズ 第6番 変イ長調 op.53 『英雄』 ● ● ●
154 ポロネーズ 第7番 変イ長調 op.61 ● ●
155 ポロネーズ ニ短調 WN11 （1825-27 op.71-1）
156 ポロネーズ 変ロ長調 WN17 （1829 op.71-2）
157 ポロネーズ ヘ短調 WN12 （1826-28 op.71-3）
158 ポロネーズ ト短調 WN2 （1817） ● ● ●
159 ポロネーズ 変ロ長調 WN1 （1817） ●
160 ポロネーズ 変イ長調 WN3 （1821） ●
161 ポロネーズ 嬰ト短調 WN4 （1824）　　
162 ポロネーズ 変ロ短調 WN10 （1826）『別れ』
163 ポロネーズ 変ト長調 WN35 （1830）

ワルツ

164 ワルツ 第1番 変ホ長調 op.18 『華麗なる大円舞曲』 人気★２位 ● ●
165 ワルツ 第2番 変イ長調 op.34-1 『華麗なる円舞曲』 ● ●
166 ワルツ 第3番 イ短調 op.34-2 『華麗なる円舞曲』 ● ●
167 ワルツ 第4番 ヘ長調 op.34-3 『華麗なる円舞曲』 ● ● ● ●
168 ワルツ 第5番 変イ長調 op.42 『大円舞曲』 ● ●
169 ワルツ 第6番 変ニ長調 op.64-1 『小犬のワルツ』 ● 人気★２位
170 ワルツ 第7番 嬰ハ短調 op.64-2 ● 人気★１位 人気★２位 ●
171 ワルツ 第8番 変イ長調 op.64-3
172 ワルツ9番　変イ長調「告別」（別れのワルツ）op.69-1　 ● ●
173 ワルツ10番　ロ短調　op.69-2 ● ● ●
174 ワルツ11番　変ト長調　op.70-1　 ●
175 ワルツ12番　ヘ短調　op.70-2　 ●
176 ワルツ13番　変ニ長調　op.70-3
177 ワルツ ホ短調 WN29 （1830） ● ● ● ●
178 ワルツ ホ長調 WN18 （1829） ● ●
179 ワルツ 変イ長調 WN28 （1829-30）
180 ワルツ 変ホ長調 （1827） ●
181 ソステヌート 変ホ長調 WN53 （1843） ●
182 ワルツ イ短調 WN63 （1847-49）遺作 ● 人気★２位 ● ●

ロンド
183 ロンド　ハ短調　op.1
184 マズルカ風ロンド　ヘ長調　op.5
185 序奏とロンド　変ホ長調　op.16　
186 ロンド ハ長調 WN15 （1828 op.73）

変奏曲
187 華麗なる変奏曲 変ロ長調 op.12 ●
188 ドイツ民謡『スイスの少年』による変奏曲 ホ長調 WN6
189 変奏曲「パガニーニの思い出」 WN16　イ長調　
190 ヘクサメロン変奏曲　第6変奏　ホ長調　

その他

191 序奏とボレロ　ハ長調　op.19　 ● ●
192 タランテラ 変イ長調 op.43 ●
193 演奏会用アレグロ イ長調 op.46
194 幻想曲 ヘ短調 op.49 ●
195 子守歌 変ニ長調 op.57 ● ●
196 舟歌 嬰ヘ長調 op.60 ● ●
197 葬送行進曲 ハ短調 WN9 （1828 op.72-2） ●
198 エコセーズ ニ長調 WN13 （1826 op.72-3）
199 エコセーズ ト長調 WN13 （1826 op.72-3）
200 エコセーズ 変ニ長調 WN13 （1826 op.72-3）
201 コントルダンス 変ト長調 WN27 （1827） ●
202 カンタービレ 変ロ長調 WN43 （1834） ●
203 ラルゴ 変ホ長調 （1837） ●
204 フーガ イ短調 （1841-42） ●
205 モデラート 『アルバムの一葉』ホ長調 WN56 （1843）
206 ギャロップ・マルキ 変イ長調 WN59 （1846）
207 ブーレ ト長調 （1846） ●
208 ブーレ イ長調 （1846） ●
209 アレグレット＆マズール　イ長調　
210 アレグレット 嬰ヘ長調 WN36 （1829） ●
211 ポーランド民謡の主題による幻想曲　op.13
212 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｽﾋﾟｱﾅｰﾄと華麗なる大ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ　変ホ長調　op.22　 ● ●

総達成曲数　145曲/212 64曲 59曲 55曲 83曲
（過去開催累計）

2018
達成曲

2017
達成曲

2016
達成曲

2015
達成曲

次回は何曲達成できるかな♪未達成曲大歓迎です♪


