
第３７回福島県アンサンブルコンテスト審査結果
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  いわき市立平第三小学校 打楽器三重奏  パルス 山本　教生 銀

2 10:07:30  会津若松市立城北小学校 打楽器五重奏  イントロダクション　アンド　ダンス　No.３ 櫛田朕之扶 銀

3 10:15:00  伊達市立伊達小学校 管打楽器七重奏  歌劇「カルメン」より　アラゴネーズ、闘牛士 Ｇ.ビゼー 銀

4 10:20:30  会津若松市立鶴城小学校 管打楽器七重奏  ル・カオス・エ・ラルモニエ 天野　正道 銀

5 10:26:00  浪江町立浪江小学校 フルート三重奏  赤とんぼ 山田　耕筰 銀

6 10:31:30  郡山市立薫小学校 サクソフォーン四重奏  キセキ Ｇｒｅｅｅｅｎ 金

7 10:37:00  いわき市立錦小学校 サクソフォーン四重奏  グレンミラー・メドレー G.ミラー　M.パリッシュ　F.ミーチャム 銅

8 10:42:30  矢吹町立善郷小学校 金管八重奏  ジェリコの戦い 黒人霊歌 銅

9 10:48:00  伊達市立伊達小学校 金管八重奏  バレエ音楽「コッペリア」より　Ⅰ マズルカ Ｌ.ドリーブ 銅

10 10:53:30  南相馬市立石神第二小学校 クラリネット四重奏  カラーシェーム 山本　教生 金

11 10:59:00  いわき市立錦小学校 クラリネット五重奏  クリスマス・ソングス 山本　教生 金

12 11:04:30  伊達市立伊達小学校 クラリネット六重奏  クラウネリー　フォー　クラリネッツ Ｈ.スタルパース 金 代表

13 11:10:00  会津若松市立一箕小学校 金管八重奏  ユニオン Ｌ.ゴットシャルク 金 代表

14 11:15:30  矢吹町立善郷小学校 木管八重奏  ギリシャ組曲より　モデラート、アレグロモデラート Ｎ.スカルコッタス 銅

15 11:21:00  南相馬市立原町第二小学校 金管八重奏  てぃーち・てぃーる 福島　弘和 金

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 11:41:30  会津若松市立第三中学校 打楽器五重奏  五人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡　孝悦 銅

2 11:49:00  福島市立渡利中学校 打楽器四重奏  エオリアン・カルテット 金田　真一 銅

3 11:56:30  会津美里町立高田中学校 打楽器四重奏  獅子神楽 ～４人の打楽器奏者のために～ 片岡　寛晶 金

4 12:04:00  伊達市立伊達中学校 打楽器四重奏  星物語～打楽器四重奏のための～ 野本　洋介 銀

5 12:11:30  会津若松市立一箕中学校 打楽器七重奏  カプリス 金田　真一 銀

6 13:24:00  相馬市立中村第一中学校 打楽器五重奏  マリンバ小協奏曲「ザ･ウェーブ」～ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための～ 安倍　圭子 金

7 13:31:30  福島市立清水中学校 打楽器四重奏  ４人のパーカッショニストのためのノームの森の物語　森へ～三日月の晩に～森の小人たち 高橋　宏樹 銀

8 13:39:00  会津若松市立第一中学校 打楽器五重奏  花回廊　風龍 山澤　洋之 銀

9 13:46:30  須賀川市立第三中学校 フルート三重奏  碧い月の神話 石毛　里佳 銅

10 13:52:00  いわき市立小名浜第二中学校 木管四重奏  ゴリウォッグのケークウォーク Ｃ.ドビュッシー 銀

11 13:57:30  いわき市立中央台南中学校 クラリネット八重奏  パーテル･ノステル 八木澤教司 銅

12 14:03:00  いわき市立植田東中学校 サクソフォーン四重奏  トルヴェールの「惑星」より　彗星 長生　淳 銀

13 14:08:30  郡山市立行健中学校 フルート三重奏  トリプルあいす 八木澤教司 銀

14 14:14:00  須賀川市立第三中学校 クラリネット四重奏  ディベルティメント Ａ.ウール 銅

15 14:19:30  浪江町立浪江中学校 フルート三重奏  碧い月の神話 石毛　里佳 金

16 14:40:00  相馬市立中村第一中学校 サクソフォーン四重奏  カフェ･サンジェルマン 真島　俊夫 銀

17 14:45:30  いわき市立植田中学校 クラリネット七重奏  コラールと舞曲 Ｖ.ネリベル 銀

18 14:51:00  桑折町立醸芳中学校 サクソフォーン四重奏  グラーヴェとプレスト Ｊ.リヴィエ 金

19 14:56:30  いわき市立錦中学校 クラリネット七重奏  カプリッチョ 八木澤教司 銀

20 15:02:00  福島市立北信中学校 フルート四重奏 「フルート吹きの休日」より　Ⅰ、Ⅳ Ｊ.カステレード 金

21 15:07:30  須賀川市立第一中学校 金管八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より Ｍ.プレトリウス 銀

22 15:13;00  会津若松市立一箕中学校 サクソフォーン三重奏  パッション 高橋　伸哉 銀

23 15:18:30  相馬市立中村第一中学校 金管八重奏  晴れた日は恋人と市場に！ 建部　知弘 銀

24 15:24:00  会津若松市立第一中学校 サクソフォーン五重奏  アラベスク第一番 Ｃ.ドビュッシー 銅

25 15:29:30  相馬市立向陽中学校 サクソフォーン四重奏  グラーヴェとプレスト Ｊ.リヴィエ 金 代表

26 15:50:00  郡山市立富田中学校 フルート四重奏 「想い出は銀の笛」より Ⅱ.真紅のルビー Ⅴ.ブルー･パステル 三浦　真理 銀

27 15:55:30  郡山市立郡山第三中学校 サクソフォーン四重奏  アンダンテとスケルツェット Ｐ.ランティェ 銀

28 16:01:00  いわき市立植田東中学校 金管八重奏  てぃーちてぃーる ～沖縄民謡による～ 福島　弘和 銀

29 16:06:30  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 銀

30 16:12:00  相馬市立中村第一中学校 クラリネット八重奏 「ラ･セーヌ」より 真島　俊夫 金

31 16:17:30  いわき市立錦中学校 金管八重奏  晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘 金

32 16:23:00  郡山市立郡山第七中学校 フルート四重奏 「夏山の一日」より Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ｅ.ボザ 金

33 16:28:30  福島市立信陵中学校 金管八重奏  テルプシコーレⅠ 森田　一浩 銀

34 16:34:00  いわき市立湯本第一中学校 クラリネット八重奏  ドデカフォニック エッセイ Ｅ.デルボルゴ 金

35 16:39:30  会津若松市立一箕中学校 クラリネット四重奏  クラリネット四重奏のためのクローバーファンタジー 三浦　真理 銀

36 17:00:00  会津若松市立一箕中学校 金管八重奏  金管八重奏のための文明開化の鐘 高橋　宏樹 銀

37 17:05:30  桑折町立醸芳中学校 クラリネット七重奏  コラールと舞曲 Ⅴ.ネリベル 銀

38 17:11:00  郡山市立郡山第二中学校 フルート三重奏  ３本のフルートのための小組曲第２番より 春の歌、鐘、泉 Ａ.アルビージ 金 代表

39 17:16:30  いわき市立錦中学校 サクソフォーン四重奏  サクソフォーン四重奏曲より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ｆ.Ｍ.ジャンジャン 金

40 17:22:00  福島市立渡利中学校 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 金

41 17:27:30  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 Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ Ｊ.Ｍ.Ｄｅｆａｙｅ 銀

42 17:33:00  相馬市立向陽中学校 クラリネット八重奏  コラールと舞曲 Ⅴ.ネリベル 金

43 17:38:30  相馬市立中村第一中学校 フルート四重奏 「夏山の一日」より Ⅲ、Ⅱ Ｅ.ボザ 金 代表

44 17:44:00  相馬市立向陽中学校 木管五重奏 「５つの管楽器のための小室内楽曲」より Ｐ.ヒンデミット 金 代表

45 17:49:30  会津若松市立第五中学校 金管八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ Ｍ.プレトリウス 金

平成２２年１月１６日（土）



第３７回福島県アンサンブルコンテスト審査結果
高等学校の部

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  福島県立原町高等学校 マリンバ四重奏  スプリング･ソング 平田　英夫 銀

2 10:07:30  福島県立白河高等学校 打楽器三重奏 「トリオ･パー・ウノ」より 第１楽章 Ｎ.Ｊ.ジフコヴィッチ 金

3 10:15:00  福島県立相馬高等学校 打楽器七重奏  カンヴァセイション 真島　俊夫 銀

4 10:22:30  福島県立会津高等学校 打楽器六重奏  オン ザ カントリー ロード 山本　祐介 銀

5 10:30:00  桜の聖母学院高等学校 打楽器四重奏  マリンバ小協奏曲「ザ･ウェーブ」～ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための～ 安倍　圭子 銀

6 10:37:30  福島県立湯本高等学校 打楽器八重奏  ポリペタルⅡ 遠藤　正樹 金

7 10:45:00  日本大学東北高等学校 サクソフォーン四重奏  アスキ・カタスキ・ハイクス・テトラクス・ダムナメネウス・アイシオン 八木澤教司 銅

8 10:50:30  福島県立会津高等学校 クラリネット八重奏  パーテル･ノステル 八木澤教司 銅

9 10:56:00  福島県立福島南高等学校 木管五重奏 「５つの管楽器のための小室内楽曲」より　Ⅱ、Ⅴ Ｐ.ヒンデミット 銀

10 11:01:30  福島県立湯本高等学校 金管八重奏  テレプシコーレより Ｍ.プレトリウス 金

11 11:22:00  福島県立会津学鳳高等学校 サクソフォーン四重奏  イマージュ ～サクソフォーン四重奏のために～ 正門　研一 銀

12 11:27:30  福島県立会津工業高等学校 管楽八重奏  "Two Scenes" for Aizu T.H.S Band 社樹  純 銅

13 11:33:00  福島県立平商業高等学校 管楽七重奏  マリア･イザベラ Ａ.ベリオ 銀

14 11:38:30  福島県立原町高等学校 金管八重奏 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より　Ⅰ、Ⅲ Ｇ.リチャーズ 金

15 11:44:00  福島県立須賀川桐陽高等学校 金管八重奏 「三匹の猫」より　Ⅱ.ブラック・サム、Ⅲ.バーリッジ Ｃ.ヘイゼル 銀

16 11:49:30  福島県立安積黎明高等学校 オーボエ三重奏  「２本のオーボエとイングリッシュホルンのための三重奏曲」より 第４楽章 Ｌ.Ｖ.ベートーヴェン 金

17 11:55:00  福島県立福島北高等学校 サクソフォーン三重奏  パッション 高橋　伸哉 金

18 12:00:30  福島県立磐城高等学校 金管八重奏 「フランス･ルネサンス舞曲集」より Ⅰ、Ⅴ、Ⅱ Ｃ.ジェルヴェーズ、Ｐ.アテニャン 金

19 12:06:00  福島県立原町高等学校 サクソフォーン四重奏  民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 Ｇ.ピエルネ 金

20 12:11:30  福島県立安達高等学校 フルート三重奏  ３本のフルートのための小組曲第２番より １.春の歌、２.鐘、４.泉 Ａ.アルビージ 銀

21 13:17:00  福島県立相馬高等学校 管楽七重奏 「小泉八雲の怪談によるバラード」より 雪女 Ｐ.Ｈ.ノルドグレン 銀

22 13:22:30  福島県立安積高等学校 金管八重奏 「幻影」より Ⅰ．切り裂かれた都市 小長谷宗一 銀

23 13:28:00  福島県立磐城高等学校 管楽六重奏  ブエノスアイレスの夏 Ａ.ピアソラ 金 代表

24 13:33:30  福島県立会津高等学校 金管八重奏  ｢アラカルト｣より ほうれん草のラザニア、ハンガリー風グーラッシュスープ Ｇ.リチャーズ 銀

25 13:39:00  福島県立安達高等学校 金管八重奏  「高貴なる葡萄酒を讃えて」より Ⅴ.フンダドーレ Ｇ.リチャーズ 銀

26 13:44:30  福島県立福島東高等学校 金管八重奏  ウェストサイド物語 Ｌ.バーンスタイン 銀

27 13:50:00  福島県立会津工業高等学校 クラリネット七重奏  コラールと舞曲 Ｖ.ネリベル 銀

28 13:55:30  福島県立安積高等学校 木管三重奏  フルート、オーボエ、クラリネットのためのディヴェルティメントよりⅠ,Ⅵ,Ⅲ,Ⅴ Ｍ.アーノルド 金

29 14:01:00  福島県立磐城高等学校 木管三重奏  フルート、オーボエ、クラリネットのためのディヴェルティメントよりⅠ,Ⅳ,Ⅴ Ｍ.アーノルド 金 代表

30 14:06:30  福島県立相馬高等学校 サクソフォーン八重奏  ビゼー「カルメン」の主題によるファンタジー Ａ.ローゼンブラット 金

31 14:27:00  福島県立磐城高等学校 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.スタルパーズ 金 代表

32 14:32:30  福島県立安達高等学校 クラリネット八重奏  コラールと舞曲 Ⅴ.ネリベル 金

33 14:38:00  福島県立相馬高等学校 フルート四重奏 「夏山の一日」より Ｅ.ボザ 金 代表

34 14:43:30  福島県立安積高等学校 サクソフォーン四重奏  サキソフォーン･シンフォネット Ｄ.ベネット 金

35 14:49:00  福島県立福島東高等学校 クラリネット七重奏  ドデカフォニック エッセイ Ｅ.Ａ.デルボルゴ 金

36 14:54:30  福島県立相馬高等学校 クラリネット八重奏  タクミズ・ブギ Ｂ.スターク 金

37 15:00:00  福島県立須賀川桐陽高等学校 サクソフォーン四重奏  グラーヴェとプレスト Ｊ.リヴィエ 金

38 15:05:30  福島県立葵高等学校 サクソフォーン四重奏  モダン･チャルダッシュ 啼　鵬 金

39 15:11:00  福島県立湯本高等学校 木管五重奏  ５つの管楽器のための小室内楽曲作品２４の２ Ｐ.ヒンデミット 金

40 15:16:30  福島県立会津高等学校 フルート四重奏  夏山の一日より Ⅲ.森の歌　Ⅱ.急流のほとりで Ｅ.ボザ 金

大学の部

1 15:37:00  福島工業高等専門学校 金管八重奏 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より Ｇ.リチャーズ 銀

2 15:42:30  福島大学吹奏楽団 金管五重奏  「コルチェスター ファンタジー」より　１.ローズアンドクラウン　２.ザ レッド ライオン Ｅ.エワーゼン 金 代表

3 15:48:00  福島県立医科大学ウインドアンサンブル フルート三重奏  トリプルあいす 八木澤教司 銀

4 15:53:30  福島工業高等専門学校 クラリネット四重奏  カラー シェーム 山本　教生 銀

職場・一般の部

1 15:59:00  ゴールド・クラウン・ウィンドアンサンブル 金管八重奏  律の調 中川英二郎 銀

2 16:04:30  トゥジュール・アンサンブル クラリネット四重奏  クラリネット四重奏のための「クローバーファンタジー」より Ⅱ、Ⅳ 三浦　真理 銅

3 16:10:00  いわきシンフォニックウインドアンサンブル フルート四重奏  アルカディより Ⅱ、Ⅲ Ｍ.ベルトミュー 銀

4 16:15:30  郡山ウィンドアンサンブル 木管五重奏  木管五重奏曲ニ長調 作品９１の３より Ａ.ライヒヤ 金

5 16:21:00  Ensemble pour musique クラリネット三重奏  ３本のクラリネットのための「５つのミニチュアーレ」より Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ 磯部　周平 銅

6 16:26:30  フィール・ウインド・オーケストラ サクソフォーン八重奏  ラ･ヴァルス Ｍ.ラヴェル 銀

7 16:32:00  Ｒｉｓａｉａ　Ｍａｄｒｅ　Ｄｉｏ　Ｂｒａｓｓ 管打楽器八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より エントレ、ボルト、ラブーレ Ｍ.プレトリウス 銀

8 16:37:30  会津シンフォニック・アンサンブル クラリネット五重奏  クラリネット ファイブ 白川　毅夫

9 16:43:00  信夫野金管アンサンブル 管打楽器八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より パッサメッツォ、ボルト Ｍ.プレトリウス 金 代表

10 16:48:30  ＩＢＣサクソフォンアンサンブル サクソフォーン四重奏 「サクソフォン四重奏曲」より　第三楽章 Ａ.デザンクロ 金 代表

11 16:54:00  懸の森ブラスアンサンブル 金管八重奏  せきれいの尾 高橋　宏樹 銅

平成２２年１月１７日（日）

出場辞退


