
第４１回福島県アンサンブルコンテストプログラム
小学校の部

No 演奏時間 団　　　体　　　名 演奏形態 演　奏　曲　目 作　曲　者 賞 代表

1 10:00:00  いわき市立植田小学校  管打楽器八重奏  マイ・ホームタウン  広瀬　勇人 銀

2 10:07:00  伊達市立伊達小学校  管打楽器八重奏  月明かりの照らす三つの風景  高橋　宏樹 銀

3 10:14:00  いわき市立植田小学校  管打楽器八重奏  コタンの雪  福島　弘和 銀

4 10:21:00  南相馬市立鹿島小学校  金管八重奏  ねこニャゴ  橋本　裕樹 銅

5 10:06:00  喜多方市立第二小学校  クラリネット五重奏  ミニチュア・タウン  石毛　里佳 銅

6 10:31:30  郡山市立大島小学校  フルート三重奏  ３つの小品  Ｖ.レビコフ 銅

7 10:37:00  南相馬市立原町第三小学校  金管八重奏  茶色のこびん　２  J.ウインナー 銅

8 10:42:30  郡山市立薫小学校  金管八重奏  金管楽器のための序曲  Ｆ.フランク 銀

9 10:48:00  会津若松市立城西小学校  サクソフォーン四重奏  アリオンの琴歌  八木澤教司 金

10 10:53:30  いわき市立植田小学校  管楽八重奏  晴れた日は恋人と市場へ！  建部　知弘 金

11 10:59:00  福島市立渡利小学校  フルート三重奏  パフェ・パラダイス！　  八木澤教司　 銀

12 11:04:30  伊達市立伊達小学校  クラリネット八重奏  クラウナリー・フォー・クラリネッツ  H.スタルパース 金 代表

13 11:10:00  郡山市立薫小学校  フルート四重奏  想い出は銀の笛  三浦　真理 金

14 11:15:30  会津若松市立日新小学校  サクソフォーン四重奏  サキソフォン・シンフォネット  D.ベネット 銀

15 11:21:00  南相馬市立原町第二小学校  木管四重奏  「チェンバロ組曲」よりⅠ,Ⅱ  J.マッテゾン 金 代表

中学校の部

No 演奏時間 団　　　体　　　名 演奏形態 演　奏　曲　目 作　曲　者 賞 代表

1 11:42:00  会津美里町立高田中学校  打楽器三重奏  パーカッシヴ･ダンス2011～３人の打楽器奏者のために～  片岡　寛晶 銀

2 11:49:00  伊達市立梁川中学校  打楽器五重奏  シンデレラ～５人の打楽器奏者のための  Ｊ.グラステイル 銀

3 11:57:00  いわき市立勿来第二中学校  打楽器八重奏  秋庭夜画より 「月のない夜」  Ｅ.アルマティーク 銀

4 12:04:00  相馬市立中村第一中学校  打楽器五重奏  花回廊/風龍  山澤　洋之 銅

5 12:12:00  郡山市立郡山第六中学校  打楽器七重奏  ヴォルケーノ･タワー  Ｊ.グラステイル 銅

6 12:19:00  会津若松市立第五中学校  打楽器四重奏  瞑想の時～四人の打楽器奏者のために～  片岡　寛晶 銅

7 13:42:00  新地町立尚英中学校  打楽器三重奏  ラプソディーⅢ-凛  福田　洋介 銅

8 13:49:00  会津若松市立一箕中学校  打楽器五重奏  サンクチュアリー  遠藤　正樹 銀

9 13:57:00  南相馬市立原町第二中学校  打楽器四重奏  少女の祈り　永遠を見たもの  濵口　大弥 銅

10 14:04:00  喜多方市立第三中学校  打楽器七重奏  水揺らぎ、地に添う～７人の打楽器奏者による描写～  小林　直央 銀

11 14:12:00  いわき市立内郷第一中学校  金管八重奏  金管八重奏のための「テレプシコーレ舞曲集」  M.プレトリウス 銅

12 14:17:00  福島市立清水中学校  フルート四重奏   ４本のフルートのための４つの小品「フルート吹きの休日」より  J.カステレード 銅

13 14:22:30  郡山市立郡山第三中学校  金管八重奏  「ア･ラ･カルト」より  Ｇ.リチャーズ 金

14 14:28:00  いわき市立平第一中学校  クラリネット七重奏  クラリネット･クワイアのための３つの舞曲  Ｇ.ウールフェンデン 銀

15 14:33:30  郡山市立郡山第二中学校  木管四重奏  ３つのモラヴィア舞曲  Ｌ.ヤナーチェク 金 代表

16 14:54:00  福島市立松陵中学校  木管八重奏  てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜  福島　弘和 銅

17 14:59:30  南相馬市立石神中学校  クラリネット四重奏  カラー シェーム  山本　教生 金

18 15:05:00  いわき市立植田東中学校  金管八重奏  「テレプシコーレ舞曲集」より１．２．３  M.プレトリウス 金

19 15:10:30  郡山市立郡山第三中学校  フルート四重奏  「四重奏曲」よりⅠ.Ⅲ.Ⅳ  Ｐ.Ｍ.デュボア 銀

20 15:16:00  伊達市立桃陵中学校  サクソフォーン四重奏  サクソフォン四重奏のための「万葉」よりⅠ．Ⅲ  櫛田胅之扶 銀

21 15:21:30  相馬市立向陽中学校  木管八重奏  ブエノスアイレスの春  Ａ.ピアソラ 金

22 15:27:00  会津若松市立第四中学校  サックス五重奏  ねがい  石毛　里佳 金

23 15:32:30  いわき市立平第三中学校  金管八重奏  金管八重奏のための「文明開化の鐘」  髙橋　宏樹 銀

24 15:38:00  郡山市立郡山第七中学校  フルート四重奏  フルート四重奏のための「夏山の一日」より　Ⅲ　Ⅱ  Ｅ.ボザ 銀

25 15:43:30  二本松市立二本松第一中学校  サクソフォーン四重奏  キャフェ・サンジェルマン  真島　俊夫 銀

26 16:04:00  伊達市立桃陵中学校  フルート四重奏  フルート四重奏のための「夏山の一日」より　Ⅲ　Ⅱ  Ｅ.ボザ 銀

27 16:09:30  相馬市立中村第一中学校  金管八重奏  クラップス・ゴールド  石毛　里佳 銅

28 16:15:00  会津若松市立第四中学校  フルート三重奏  雪灯りの幻想  福島　弘和 金

29 16:20:30  いわき市立湯本第一中学校  木管三重奏  落ち葉の舞う季節  渡部　哲也 金

30 16:26:00  須賀川市立第一中学校  金管八重奏 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりⅤ  Ｇ.リチャーズ 金

31 16:31:30  南相馬市立原町第一中学校  金管八重奏  テレプシコーレ　Ⅰ  M.プレトリウス 金

32 16:37:00  会津若松市立第一中学校  木管八重奏  歌劇「プラテー」よりバレエ音楽Ⅱ  Ｊ.Ｐ.ラモー 銀

33 16:42:50  いわき市立平第三中学校  クラリネット四重奏  オーディションのための６つの小品  J.M.デュファイ 金 代表

34 16:48:00  福島市立岳陽中学校  金管八重奏  金管八重奏のための「文明開化の鐘」  高橋　宏樹 銅

35 16:54:30  郡山市立郡山第三中学校  木管三重奏  「コンチェルト ト長調」より　ＲＶ１０３  Ａ.ヴィヴァルディ 金 代表

36 17:14:00  南相馬市立原町第一中学校  クラリネット七重奏  クラウナリー・フォー・クラリネッツ  H.スタルパース 金 代表

37 17:19:30  伊達市立伊達中学校  サクソフォーン四重奏  アンダンテとカプリチォ  木下　牧子 銀

38 17:25:00  郡山市立郡山第一中学校  フルート三重奏  碧い月の神話  石毛　里佳 金

39 17:30:30  いわき市立平第一中学校  木管四重奏  ２本のオーボエと２本のファゴットのためのソナタヘ長調  Ｊ.Ｆ.ファッシュ 金

40 17:36:00  会津若松市立一箕中学校  フルート四重奏  フルート吹きの休日  J.カステレード 銀

41 17:41:30  郡山市立郡山第七中学校  クラリネット四重奏  「オーディションのための６つの小品」より  Ｊ.Ｍ.デュファイ 銀

42 17:47:00  いわき市立平第三中学校  サクソフォン三重奏  パッション  髙橋　伸哉 銀

43 17:52:30  会津若松市立一箕中学校  クラリネット八重奏  パーテル・ノステル  八木澤教司 銀

44 17:58:00  南相馬市立原町第一中学校  フルート三重奏  「小組曲　第２番」より　春の歌、鐘、泉  Ａ.アルビージ 金

45 18:03:30  福島市立北信中学校  クラリネット八重奏  「ジョイフルクラリネッツ」より　Ⅱ  真島　俊夫 銅
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