
第３７回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
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 ９：３０  大玉村立大玉中学校  打楽器四重奏  トリプレクス  山本　教生 銀

2 ９：３７  伊達市立梁川中学校  打楽器五重奏  バッカスダンス  山本　教生 金

3 ９：４４  二本松市立二本松第一中学校　  打楽器八重奏  ソロ・ティンパニーとパーカッション・アンサンブルのための組曲  小長谷宗一 銀

4 ９：５１  国見町立県北中学校  打楽器三重奏  パルス  山本　教生 銀

5 ９：５８  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 金 代表

6 １０：０５  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 金 代表

7 １０：１２  福島市立野田中学校  打楽器八重奏  打楽器アンサンブルのための「序曲」  J．ベック 銀

8 １０：１９  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 金 代表

9 １０：２６  二本松市立二本松第二中学校  打楽器三重奏  エオリアン・トリオ  金田　真一 銅

10 １０：３３  伊達市立霊山中学校  打楽器三重奏  トリオ・パー・ウノ  N.J.ジヴコヴィッチ 銀

11 １０：４０  福島市立岳陽中学校  打楽器四重奏  スピリチュアル  八木澤教司 金

12 １０：４７  二本松市立小浜中学校  打楽器三重奏  エオリアン・トリオ  金田　真一 銀

13 １０：５４  福島市立福島第三中学校  打楽器八重奏  ミラ  野本　洋介

14 １０：５８  福島市立松陵中学校  管打楽器八重奏  歌劇「アベサロムとエテリ」よりバレエ  Z．パリアシュヴィリ 銀

15 １１：０３  伊達市立松陽中学校  管打楽器六重奏  「私の子供たちのためのアルバム」より　鉛の兵隊の行進  G．ピエルネ 銅

16 １１：２３  伊達市立桃陵中学校  フルート三重奏  小組曲第2番より「春の歌」  Ａ．アルビージ 銀

17 １１：２８  桜の聖母学院中学校  管楽五重奏  サウンド・オブ・ミュージック（メドレー）より
 Ｒ．ロジャース
 Ｏ．ハマースタイン

銅

18 １１：３２  二本松市立二本松第三中学校  フルート三重奏  ロンド・スケルツァンド  Ｊ．ハイドン 銀

19 １１：３７  二本松市立安達中学校  クラリネット五重奏  スピリット・ロードⅡ  鈴木　英史 銅

20 １１：４１  本宮市立本宮第一中学校  金管八重奏  金管八重奏のための三つの小品  中山久美子 金

21 １１：４６  福島市立福島第二中学校  金管八重奏  金管八重奏のための「ラファーガ」  河合　和貴 銀

22 １１：５０  福島市立福島第四中学校  金管八重奏  晴れた日は恋人と市場へ！  建部　知弘 銀

23 １１：５５  本宮市立白沢中学校  クラリネット五重奏  ノブナガ  鈴木　英史 銀

24 １１：５９  福島市立信夫中学校  クラリネット四重奏  カルテット  C．ボーン 金

25 １２：０４  川俣町立川俣中学校  クラリネット五重奏  「小さな田園組曲」よりⅠ朝の夢　Ⅱ村の踊り  D．ドンディーヌ 銅

26 １２：０８  福島市立平野中学校  クラリネット三重奏  ディヴェルティメント  Ｊ.Ｆ.ハイドン

27 １２：１３  福島市立飯野中学校  木管七重奏  ２つのギター  ロシア民謡 銅

28 １２：１７  本宮市立本宮第二中学校  サクソフォーン三重奏  スペイン舞曲集より　カランテ  バレンシアーナ  Ｅ．グラナドス 銀

29 １２：２２  桑折町立醸芳中学校  フルート三重奏  碧い月の神話  石毛　里佳 金

30 １２：２６  福島市立信陵中学校  金管八重奏  テレプシコーレⅠ  森田　一浩 金 代表

31 １３：１０  福島市立北信中学校  サクソフォーン五重奏  スラブ舞曲　第２番  Ａ．ドボルザーク 金

32 １３：１４  福島市立福島第三中学校  木管八重奏  木管八重奏のための弦楽セレナード＜ワルツ＞  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 金

33 １３：１９  伊達市立伊達中学校  クラリネット六重奏  「クープランの墓」より　前奏曲、リゴードン  Ｍ．ラヴェル 金

34 １３：２３  伊達市立霊山中学校  金管六重奏  ２つのホルンの協奏曲  Ａ．ヴィヴァルディ 銀

35 １３：２８  福島市立信陵中学校  管楽八重奏  ６つの小さなプレリュードⅠ～Ⅲ  Ｊ.Ｓ．バッハ 金

36 １３：３２  伊達市立桃陵中学校  クラリネット五重奏  スピリット・ロードⅡ  鈴木　英史 金

37 １３：３７  本宮市立白沢中学校  金管七重奏  ティー・タイム  髙橋　伸哉 金

38 １３：４１  大玉村立大玉中学校  金管七重奏  ２つのロシア聖教歌
 Ⅴ．カリンニコフ
 Ａ．タネーエフ

銅

39 １３：４６  福島市立信夫中学校  金管八重奏  パバーヌとダンス  高橋　宏樹 銀

40 １３：５０  二本松市立小浜中学校  金管七重奏  ロシア民謡　ともしび  ロシア民謡 銅

41 １３：５５  二本松市立二本松第一中学校　  金管八重奏  晴れた日は恋人と市場へ！  建部　知弘 銀

42 １３：５９  二本松市立安達中学校  金管七重奏  ガリアルダ  O．レスピーギ 銅

43 １４：０４  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 代表

44 １４：０８  福島市立福島第二中学校  クラリネット四重奏  チャルダッシュ  Ⅴ．モンティ 銅

45 １４：１３  伊達市立松陽中学校  金管七重奏  「キンダーアルバム」より　　兵士の歌　　夕べの歌　　かけ足行進  Ｌ．ケーラー 銅

平成２１年１２月１２日（土）

棄権

参加



第３７回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
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

平成２１年１２月１２日（土）

46 １４：３２  二本松市立二本松第二中学校  金管五重奏  アルプス一万尺  アメリカ民謡 銅

47 １４：３７  福島市立平野中学校  金管五重奏  メリー・ウィドウ  Ｆ．レハール 銅

48 １４：４１  福島市立清水中学校  金管八重奏  金管八重奏のための　ファンタジア  三澤　　慶 金

49 １４：４６  伊達市立梁川中学校  クラリネット五重奏  フォスターラプソディ  鈴木　英史 金

50 １４：５０  福島市立野田中学校  クラリネット四重奏  ディヴェルティメント　Ⅲ  Ａ．ウール 銅

51 １４：５５  福島市立松陵中学校  木管六重奏  「森のスケッチ」より　のばらに寄す　リーマスおじさんから　  Ｅ．マクダウェル 銀

52 １４：５９  二本松市立二本松第三中学校  サクソフォーン四重奏  カフェ　サンジェルマン  真島　俊夫 金

53 １５：０４  国見町立県北中学校  金管五重奏  フォスター  ラプソディー  鈴木　英史 銅

54 １５：０８  福島市立渡利中学校  金管八重奏  歌劇「トゥーランドット」より　誰も寝てはならぬ  Ｇ．プッチーニ 銀

55 １５：１３  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  真島　俊夫 金 代表

56 １５：１７  本宮市立本宮第二中学校  金管六重奏  アメイジング  グレイス  黒人霊歌 銅

57 １５：２２  福島市立福島第四中学校  クラリネット五重奏  スピリット ロードⅡ  鈴木　英史 銀

58 １５：２６  川俣町立川俣中学校  サクソフォーン三重奏  目覚めよと呼ぶ声あり  Ｊ.Ｓ．バッハ 銀

59 １５：３１  福島市立岳陽中学校  金管七重奏  てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～  福島　弘和 銀

60 １５：３５  本宮市立本宮第一中学校  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

61 １５：５５  本宮市立白沢中学校  サクソフォーン三重奏  パッション  髙橋　伸哉 金

62 １５：５９  本宮市立本宮第一中学校  フルート三重奏  フルート三重奏のための「想い出は銀の笛」　Ⅱ.Ⅴ  三浦　真理 金

63 １６：０４  福島市立蓬萊中学校  管楽八重奏  歌劇「トゥーランドット」より　誰も寝てはならぬ～氷のような姫君の心も  Ｇ．プッチーニ 銀

64 １６：０８  国見町立県北中学校  木管六重奏  「幻想小曲集第４巻」より  行進曲  ハンガリー風  スペイン風  Ｂ．グロンダール 銀

65 １６：１３  福島市立福島第四中学校  フルート四重奏  コロラトゥーラ  八木澤教司 銀

66 １６：１７  伊達市立松陽中学校  木管六重奏  「幻想小曲集第４巻」より  行進曲  ハンガリー風  スペイン風  Ｂ．グロンダール 銀

67 １６：２２  二本松市立二本松第三中学校  金管八重奏  ラプソディ　エンジェル  石野　路子

68 １６：２６  大玉村立大玉中学校  木管七重奏  ダニー　ボーイ  アイルランド民謡 銀

69 １６：３１  川俣町立川俣中学校  金管六重奏  劇音楽「町人貴族」より  Ｊ.Ｂ.リュリ 銅

70 １６：３５  福島市立野田中学校  金管八重奏  ジュリコの戦い  黒人霊歌 銀

71 １６：４０  福島市立福島第二中学校  サクソフォーン四重奏  グリーンスリーヴス  ファンタジー  戸田　　顕 銀

72 １６：４４  福島市立清水中学校  木管八重奏  花のワルツ　～《くるみ割り人形》より  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 金

73 １６：４９  福島市立信夫中学校  フルート三重奏  蒼い月の神話  石毛　里佳 銅

74 １６：５３  伊達市立伊達中学校  金管八重奏  華円舞  福田　洋介 金

75 １６：５８  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 金 代表

76 １７：１８  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 代表

77 １７：２２  福島市立松陵中学校  管楽四重奏  アンダンテ  カンタービレ  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 銀

78 １７：２７  本宮市立本宮第二中学校  木管四重奏  グラン  ホタ  Ｆ．タレガ 銀

79 １７：３１  伊達市立梁川中学校  金管八重奏  イントラーダ  八木澤教司 金

80 １７：３６  二本松市立小浜中学校  木管六重奏  性格的な舞曲  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 銀

81 １７：４０  伊達市立霊山中学校  木管八重奏  「ユーモレスク」より  Ｆ．シュミット 金

82 １７：４５  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 代表

83 １７：４９  二本松市立二本松第一中学校　  木管八重奏  木管八重奏のためのオペラ  ファンタジー「フィガロの結婚」  W.A.モーツァルト 銀

84 １７：５４  福島市立岳陽中学校  サクソフォーン四重奏  「森のスケッチ」より　のばらに寄す　鬼火　リーマスおじさんから  Ｅ．マクダウェル 銀

85 １７：５８  伊達市立桃陵中学校  サクソフォーン五重奏  セカンド  バトル  天野　正道 金

86 １８：０３  福島市立福島第三中学校  木管八重奏  小組曲より「行列」  C．ドビュッシー 銀

87 １８：０７  福島市立信陵中学校  クラリネット三重奏  アレグロ（二本のクラリネットとバスーンのための五つの嬉遊曲  変ロ長調より第一楽章  W.A.モーツァルト 金

88 １８：１２  福島市立平野中学校  フルート三重奏  雅  櫛田胅之扶 銅

89 １８：１６  二本松市立安達中学校  サクソフォーン四重奏  サクソフォーン・シンフォネット  Ｄ．ベネット 銀

参加



第３７回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
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 ９：３０  福島市立清水小学校  打楽器三重奏  エオリアン・トリオ  金田　真一 金

2 ９：３５  福島市立三河台小学校  管打楽器六重奏  パイン　アップル　ラグ　  Ｓ．ジョップリン 金

3 ９：４０  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 金 代表

4 ９：４５  福島市立渡利小学校  管打楽器八重奏  「仮面舞踏会」より　ワルツ  Ａ．ハチャトゥリアン 銀

5 ９：５０  福島市立平野小学校  管打楽器八重奏  歌劇「アベサロムトとエテリ」よりバレエ  Ｚ．パリアシュヴィリ 銀

6 ９：５５  福島市立笹谷小学校  金管八重奏  「モテット」より　ヴァージ　ジェス  Ａ．ブルックナー 銀

7 １０：００  福島市立三河台小学校  金管八重奏  晴れた日は恋人と市場へ！  建部　知弘 銀

8 １０：０５  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

9 １０：１０  福島市立平野小学校  クラリネット四重奏  ８つの小品より「朝」「ロンド」「ちいさな行進曲」  R．グリエール 銀

10 １０：１５  福島市立笹谷小学校  木管七重奏  軍隊行進曲  Ｆ．シューベルト 銀

11 １０：２０  福島市立渡利小学校  管楽六重奏  スタジオジブリ　メドレー  久石　　譲 銀

12 １０：４０  福島市立三河台小学校  クラリネット五重奏  フォスター・ラプソディー  鈴木　英史 金

13 １０：４５  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 金 代表

14 １０：５０  福島市立平野小学校  サクソフォーン四重奏  サクソフォーン・バスカーズ  戸田　  顕 銀

15 １０：５５  福島市立渡利小学校  管楽六重奏  「イギリス民謡組曲」より　３.行進曲サマセットの民謡  R.V.ウィリアムズ 金

16 １１：００  福島市立笹谷小学校  クラリネット五重奏  フォスター・ラプソディー  鈴木　英史 金

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 １１：１０  桜の聖母学院高等学校  打楽器四重奏  マリンバ・コンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」より  安倍　圭子 金 代表

2 １１：２０  福島県立福島南高等学校  打楽器六重奏  ６人の打楽器奏者のための ターラ  西村　　朗 金

3 １１：３０  福島県立福島工業高等学校  打楽器四重奏  マリンバ  スピリチュアル  三木　　稔 棄権

4 １１：４０  福島県立福島北高等学校  打楽器六重奏  ファイヤーウァース（花火）  石毛　里佳 銀

5 １１：５０  福島県立福島東高等学校  打楽器三重奏  小竹浜獅子舞による幻想曲  杉山　義隆 金

6 １２：００  福島県立保原高等学校  打楽器八重奏  ソナチネ  金田　真一 銀

7 １２：０５  福島県立川俣高等学校  管打楽器六重奏  狩りの歌  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 銅

8 １２：１０  福島県立福島西高等学校  管打楽器五重奏  Ｇ線上のアリア  Ｊ.Ｓ.バッハ 銅

9 １２：１５  福島県立安達東高等学校  管打楽器八重奏  組曲「ドリー」より  Ⅰ子守歌 　Ⅵスペイン風の踊り  G．フォーレ 銀

10 １３：１５  福島成蹊学園福島成蹊高等学校  木管五重奏  スラブ舞曲　第８番  Ａ．ドボルザーク 銀

11 １３：２０  福島県立福島商業高等学校  管楽八重奏  「梨の形をした三つの小品」よりⅡ  Ｅ．サティ 銀

12 １３：２５  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  Ａ．アルビージ 金 代表

13 １３：３０  東稜学園福島東稜高等学校  管楽四重奏  アンダンテ  カンタービレ  Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 銅

14 １３：３５  福島県立川俣高等学校  木管八重奏  「森のスケッチ」より　のばらに寄す、リーマスおじさんから  Ｅ．マクダウェル 銅

15 １３：４０  福島県立福島商業高等学校  金管八重奏  シアター・ミュージック・パート１  坂井　貴祐 銀

16 １３：４５  福島県立本宮高等学校  管弦楽六重奏  夢  Ｃ．ドビュッシー 銅

17 １３：５０  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  Ｐ．ヒンデミット 金 代表

18 １３：５５  松韻学園福島高校  木管五重奏  アニー  ローリー  スコットランド民謡 銅

19 １４：００  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 代表

20 １４：０５  福島県立福島北高等学校  金管八重奏  文明開化の鐘  高橋　宏樹 銀

21 １４：１０  福島成蹊学園福島成蹊高等学校  サクソフォーン四重奏  異教徒の踊り  Ｐ．ショルティーノ 金

22 １４：１５  桜の聖母学院高等学校  クラリネット四重奏  スケルツェット，パヴァーヌとゴパック  Ｇ．ジェイコブ 銀

23 １４：２０  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…そしてシャンペンをもう１本  Ｇ．リチャーズ 金 代表

24 １４：２５  福島県立保原高等学校  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

25 １４：４５  福島県立川俣高等学校  金管五重奏  ルネサンス舞曲より　モール人の舞踏、バス・ダンス「羊飼い」  Ｔ．スザート 銀

26 １４：５０  福島県立福島明成高等学校  管打楽器七重奏  「１４のバガテル」より　Ⅱ、Ⅵ  Ｂ．バルトーク 銅

27 １４：５５  福島県立福島商業高等学校  クラリネット六重奏  「弦楽四重奏」より１  Ｃ．ドビュッシー 金

28 １５：００  福島成蹊学園福島成蹊高等学校  金管六重奏  金管重奏のためのシンフォニー  Ⅴ．エワルド 銀

29 １５：０５  福島県立福島東高等学校  金管八重奏  ウエストサイド物語  Ｌ．バーンスタイン 金 代表

30 １５：１０  福島県立福島南高等学校  金管八重奏  華円舞  福田　洋介 金

31 １５：１５  福島県立福島高等学校  木管五重奏  木管五重奏曲　変ロ長調　作品５６－１　第１楽章　アレグレット  Ｆ．ダンツィ 銀

32 １５：２０  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 代表

33 １５：２５  福島県立保原高等学校  金管三重奏  ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタよりⅠ、Ⅲ  Ｆ．プーランク 銀

34 １５：３０  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  髙橋　伸哉 金 代表

35 １５：３５  桜の聖母学院高等学校  金管八重奏  劇音楽「詩人と農夫」序曲  Ｆ．スッペ 金

平成２１年１２月１３日（日）



第３７回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会
大学の部

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

1 １５：５５  福島大学吹奏楽団  打楽器四重奏  マリンバ・スピリチュアル  三木　　稔 金

2 １６：００  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、２  Ｅ．エワーゼン 金 代表

3 １６：０６  福島県立医科大学  サクソフォーン四重奏  カルメン幻想曲  Ｇ．ビゼー 銀

4 １６：１１  福島大学吹奏楽団  フルート四重奏  夏山の一日  Ｅ．ボザ 銀

5 １６：１７  福島県立医科大学  フルート三重奏  トリプルあいす  八木澤教司 金 代表

6 １６：２２  福島学院大学  管楽六重奏  ミューズへのマドリガル  Ａ．ルーセル 銅

職場・一般の部
No 演奏時間 団　　　体　　　名 演奏形態 演　奏　曲　目 作　曲　者 賞 代表

1 １６：４２  フィール・ウインド・オーケストラ  打楽器八重奏  ビンゴ  山本　祐介 銀

2 １６：４７  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

3 １６：５３  フィール・ウインド・オーケストラ  トロンボーン四重奏  「神話と伝説」より　Ⅲ．アレグロ・ジオコーソ  Ｅ．エワゼン 銅

4 １６：５８  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 金 代表

5 １７：０４  福島ウインドアンサンブル  管弦楽五重奏  カノン  Ｊ.パッヘルベル 銅

6 １７：０９  福島ウインドアンサンブル  クラリネット八重奏  木の葉の旅  酒井　　格 金

7 １７：１５  クレマチス・ウインドハーモニー  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  Ｌ.Ⅴ.ベートーベン 銅

8 １７：２０  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 金 代表


