
第３９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  会津若松市立城南小学校  打楽器五重奏  セレスティアル･アンソロジー～ケフェウス～  野本　洋介 銀

2 10:08:00  矢吹町立矢吹小学校  管打楽器七重奏  ルパン三世のテーマ  大野　雄二 銀

3 10:13:30  南相馬市立原町第二小学校  金管五重奏  抒情小品集よりⅠ  Ｅ.Ｈ.グリーグ 銅

4 10:19:00  いわき市立湯本第一小学校  木管八重奏  歌劇「プラテー」よりバレエ音楽Ⅱ  Ｊ.Ｐ.ラモー 金

5 10:24:30  福島市立平野小学校  クラリネット四重奏  スカボロー･フェアー  イギリス民謡 銀

6 10:30:00  会津若松市立城北小学校  サクソフォーン四重奏  サクソフォーン四重奏曲第１番ｏｐ.５３  Ｊ.Ｂ.サンジュレ 金 代表

7 10:35:30  矢吹町立矢吹小学校  木管八重奏  中央アジアの草原にて  Ａ.ボロディン 銅

8 10:41:00  いわき市立植田小学校  金管八重奏  イントラーダ～金管八重奏のための～  八木澤教司 金

9 10:46:30  伊達市立伊達小学校  クラリネット八重奏  落ち葉の舞う季節  渡部　哲哉 金

10 10:52:00  南相馬市立鹿島小学校  金管八重奏  モラヴィヤ民族舞曲集より  L.ヤナーチェク 銅

11 10:57:30  いわき市立錦小学校  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

12 11:03:00  南相馬市立原町第二小学校  木管六重奏 「ミクロコスモス」より  Ｂ.バルトーク 金 代表

13 11:08:30  伊達市立伊達小学校  木管八重奏  セビリア  Ⅰ.アルベニス 金

14 11:14:00  会津若松市立一箕小学校  金管八重奏  ガーシュウィン･エアー  Ｇ.ガーシュウィン 銅

15 11:19:30  郡山市立薫小学校  フルート三重奏  雪灯りの幻想  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 11:40:00  郡山市立明健中学校  打楽器三重奏  月迷宮/大神  山澤　洋之 銀

2 11:48:00  相馬市立中村第一中学校  打楽器六重奏  エクリプス･ルチア  J.グラステイル 銀

3 11:56:00  会津若松市立一箕中学校  打楽器六重奏  バリ島からの幻想曲'８４  伊藤　康英 銀

4 12:04:00  いわき市立錦中学校  打楽器五重奏  ジムナスティック･ゲームスより  西原　大樹 金

5 12:12:00  会津若松市立第一中学校  打楽器四重奏  花回廊/風龍  山澤洋之 銀

6 12:20:00  相馬市立中村第二中学校  打楽器五重奏  ゲインズボローよりⅡ,Ⅲ  Ｔ.ゴーガー 銀

7 13:38:00  福島市立北信中学校  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 銅

8 13:43:30  福島市立渡利中学校  サクソフォーン四重奏  アリオンの琴歌  八木澤教司 銀

9 13:49:00  郡山市立郡山第七中学校  木管四重奏  ソナタヘ長調  Ｊ.Ｆ.ファッシュ 銀

10 13:54:30  いわき市立小名浜第二中学校  木管六重奏  ハンガリー舞曲第５番  Ｊ.ブラームス 銅

11 14:00:00  伊達市立桃陵中学校  サクソフォーン四重奏  祀り～サックス四重奏のための  高橋　宏樹 銅

12 14:05:30  いわき市立泉中学校  クラリネット八重奏  ルーマニア民族舞曲  Ｂ.バルトーク 銅

13 14:11:00  相馬市立中村第二中学校  金管八重奏  イントラーダ～金管八重奏のための～  八木澤教司 銅

14 14:16:30  矢吹町立矢吹中学校  木管八重奏  ８つのロシア民謡  Ａ.Ｋ.リャードフ 銀

15 14:22:00  会津若松市立第一中学校  金管八重奏  イントラーダ  八木澤教司 銅

16 14:42:30  伊達市立霊山中学校  サクソフォーン四重奏  アリオンの琴歌  八木澤教司 銀

17 14:48:00  会津若松市立第二中学校  フルート三重奏  雪灯りの幻想  福島　弘和 銅

18 14:53:30  新地町立尚英中学校  サクソフォーン四重奏  三つの富山県民謡  富山県民謡 金

19 14:59:00  いわき市立錦中学校  金管四重奏  メモリーズより  高嶋　圭子 金 代表

20 15:04:30  郡山市立郡山第一中学校  フルート四重奏  「夏山の一日」より Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ  Ｅ.ボザ 金

21 15:10:00  郡山市立郡山第二中学校  木管五重奏  「３つの小品」より  Ｊ.イベール 金

22 15:15:30  いわき市立小名浜第二中学校  木管三重奏  イディール  福田　洋介 金

23 15:21:00  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

24 15:26:30  会津若松市立第三中学校  金管八重奏  テレプシコーレⅠ  森田　一浩 銅

25 15:32:00  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 銀

26 15:52:30  会津若松市立第四中学校  フルート三重奏  碧い月の神話  石毛　里佳 銀

27 15:58:00  伊達市立伊達中学校  金管八重奏  ジャスト･スパークリング･タイム  真島　俊夫 銀

28 16:03:30  いわき市立植田東中学校  金管八重奏  花柳の舞　  渡部　哲哉 銅

29 16:09:00  南相馬市立原町第一中学校  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.ドゥファイ 金

30 16:14:30  須賀川市立第一中学校  クラリネット八重奏  タクミズ･ブギ  Ｂ.スターク 銀

31 16:20:00  相馬市立向陽中学校  金管八重奏  金管八重奏のためのラプソディ  平吉　毅州 銀

32 16:25:30  郡山市立郡山第七中学校  フルート三重奏  「小組曲第２番」より Ⅰ･Ⅱ･Ⅳ  Ａ.アルビージ 金

33 16:31:00  会津若松市立第四中学校  金管八重奏  金管楽器のための組曲  L.フランク 金

34 16:36:30  いわき市立植田東中学校  木管八重奏  組曲「マ・メール・ロア」より  Ｍ.ラヴェル 銀

35 16:42:00  福島市立岳陽中学校  サクソフォーン六重奏  「サクソフォン･シャンソネット」よりⅡ.ミュゼット  福田　洋介 銀

36 17:02:30  郡山市立郡山第七中学校  クラリネット八重奏  コラールと舞曲  Ｖ.ネリベル 金 代表

37 17:08:00  伊達市立梁川中学校  サクソフォーン五重奏  セカンド･バトル  天野　正道 銀

38 17:13:30  南相馬市立原町第一中学校  金管八重奏  スリーダンス エピソード  E.グレグソン 金

39 17:19:00  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 金

40 17:24:30  いわき市立錦中学校  サクソフォーン四重奏  南アメリカ組曲より  Ｌ.フローレンツォ 金 代表

41 17:30:00  相馬市立向陽中学校  フルート四重奏  「夏山の一日」より Ⅲ,Ⅱ  E.ボザ 金 代表

42 17:35:30  会津若松市立一箕中学校  金管八重奏  忘却の城跡  八木澤教司 金

43 17:41:00  伊達市立伊達中学校  クラリネット八重奏  スリーダンス  Ｇ.ウールフェンデン 銀

44 17:46:30  いわき市立植田中学校  金管八重奏  「１２の英雄的行進曲」より１.荘重 ６.愛情 10.優雅  Ｇ.Ｐ.テレマン 金

45 17:52:00  須賀川市立第一中学校  金管八重奏  「ロンドンの小景」より  Ｇ.ラングフォード 金

平成２４年１月１４日（土）



第３９回福島県アンサンブルコンテストプログラム
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  福島県立湯本高等学校  打楽器七重奏  ７人の打楽器奏者のための「ヴォルケーノ･タワー」  J.グラステイル 金 代表

2 10:08:00  福島県立白河高等学校  打楽器三重奏  Ｔｒｅｓ　Ｆｏｒ　３　ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎ  Ｃ.Ｓｔｒａｙｃｅｎ 金

3 10:16:00  福島県立原町高等学校  打楽器三重奏  トリオ･パー･ウノ  N.J.ジヴコビッチ 金

4 10:24:00  福島県立喜多方桐桜高等学校  打楽器六重奏  ポリペタル　Ⅱ  遠藤　正樹 銀

5 10:32:00  福島県立安達東高等学校  打楽器三重奏  「トリオ･パー･ウノ」より第１楽章  N.J.ジヴコヴィチ 銀

6 10:40:00  福島県立相馬東高等学校  打楽器四重奏  マリンバコンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」  安倍　圭子 金

7 10:48:00  福島県立福島南高等学校  打楽器五重奏  カシディパー  A.ポレスター 銀

8 10:56:00  福島県立原町高等学校  管打楽器五重奏  Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ～遠く離れた友へ  福島　弘和 銀

9 11:04:00  福島県立会津高等学校  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 銅

10 11:09:30  福島県立安積高等学校  フルート五重奏  「小ソナタｏｐ．８０」よりⅠ･Ⅳ･Ⅴ  Ｈ.Ｇ.アラース 銀

11 11:30:00  福島県立磐城桜が丘高等学校  サクソフォーン五重奏  フォースター・ラプソディー  鈴木　英史 銀

12 11:35:30  福島県立湯本高等学校  サクソフォーン八重奏  ブエノスアイレスの春  A.ピアソラ 金

13 11:41:00  福島県立安積高等学校  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

14 11:46:30  福島県立福島南高等学校  サクソフォーン八重奏  ブエノスアイレスの春  A.ピアソラ 銅

15 11:52:00  福島県立葵高等学校  クラリネット八重奏  カプリッチョ  八木澤教司 銅

16 11:57:30  福島県立福島南高等学校  金管八重奏  「高貴なる葡萄酒をたたえて」よりⅤ  G.リチャーズ 銅

17 12:03:00  福島県立原町高等学校  金管六重奏  ピアノソナタNo.３  S.プロコフィエフ 銀

18 12:08:30  福島県立会津学鳳高等学校  クラリネット五重奏  スピリット･ロードⅡ  鈴木　英史 銅

19 12:14:00  帝京安積高等学校  クラリネット三重奏  ウェントス  石毛　里佳 金

20 12:19:30  福島県立磐城高等学校  金管八重奏  ア･ラ･カルト  Ｇ.リチャーズ 失格

21 13:25:00  福島県立須賀川桐陽高等学校  金管八重奏  「テレプシコーレ」より  Ｍ.プレトリウス 金

22 13:33:30  福島県立相馬高等学校  管楽七重奏  「小組曲」より  C.ドビュッシー 金

23 13:36:00  福島県立会津学鳳高等学校  管打楽器八重奏  テレプシコーレ舞曲集  M.プレトリウス 銀

24 13:41:30  桜の聖母学院高等学校  サクソフォーン四重奏  「イマージュ」よりⅠ.Ⅱ.Ⅴ  正門　研一 銀

25 13472:00  福島県立磐城高等学校  クラリネット八重奏  砂時計  福島　弘和 金 代表

26 13:52:30  福島県立郡山高等学校  クラリネット八重奏  コラールと舞曲  Ｖ.ネリベル 銀

27 13:58:00  福島県立磐城高等学校  ダブルリード四重奏  ソナタヘ長調より第１楽章･第２楽章  Ｊ.Ｆ.ファッシュ 金 代表

28 14:03:30  福島県立葵高等学校  サクソフォーン四重奏  スパーキング！  石毛　里佳 銀

29 14:09:00  福島県立福島東高等学校  クラリネット八重奏  パーテル ノステル  八木澤教司 銀

30 14:14:30  福島県立双葉高等学校  トロンボーン三重奏  パラゴン・ラグ  S.ジョプリン 銀

31 14:35:00  福島県立相馬高等学校  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 代表

32 14:40:30  福島県立郡山東高等学校  木管三重奏  「セレナーデ」より　Ⅴ・Ⅵ  Ｗ.フォルトナー 銀

33 14:46:00  福島県立磐城桜が丘高等学校  クラリネット八重奏  絵のない絵本～第十二夜～  樽屋　雅徳 金

34 14:51:30  福島県立安達高等学校  金管八重奏  「ア・ラ・カルト」よりⅤ．Ⅳ．Ⅲ  G.リチャーズ 金

35 14:57:30  福島県立若松商業高等学校  金管八重奏  第７旋法によるカンツォン第２番  G.ガブリエリ 銀

36 15:02:00  福島県立湯本高等学校  金管八重奏  金管８重奏のための「文明開化の鐘」  高橋　宏樹 金

37 15:08:30  福島県立会津高等学校  フルート四重奏  「アルカディ」よりⅠ，Ⅲ  Ｍ.ベルトミュー 金

38 15:13:00  福島県立安達高等学校  クラリネット四重奏  オーディションんのための六つの小品」よりⅠ.Ⅱ.Ⅵ  J.M.デュファイ 金

39 15:19:00  福島県立相馬高等学校  金管八重奏  「テルプシコーレ舞曲集」より  M.プレトリウス 金

40 15:24:30  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ヘ長調  Ｆ.Ｋ.クロンマー 銀

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 15:45:00  東日本国際大学  打楽器五重奏  ５人の打楽器奏者のための「セレモニー」  吉岡　孝悦 金

2 15:53:00  日本大学工学部  打楽器四重奏  花回廊/風龍  山澤　洋之 銅

3 16:01:00  福島大学吹奏楽団  クラリネット八重奏  絵のない絵本第１２夜  樽屋　雅徳　 銀

4 16:06:30  福島大学吹奏楽団  サクソフォーン六重奏  ブエノスアイレスの春  A.ピアソラ 金 代表

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 16:12:00  信夫野金管アンサンブル  打楽器四重奏  マリンバ・スピリチュアル  三木　　稔 銅

2 16:20:00  福島ウインドアンサンブル  打楽器五重奏  美星の降る夜に・・・願い、やがて強靱な心と翼を持った～  片岡　寛晶 銀

3 16:28:00  Ensemble pour musique  クラリネット三重奏  オーディションのための６つの小品  J.M.デュファイエ 銀

4 16:33:30  弥平四郎アンパンヤブラスアンサンブルアカデミー  トロンボーン四重奏  トロンボーン４重奏のための３つの小品  Ｅ.ボザ 金 代表

5 16:39:00  須賀川吹奏楽団  サクソフォーン四重奏  サクソフォーン四重奏より　Ⅲ  Ａ.デザンクロ 銀

6 16:44:30  信夫野金管アンサンブル  金管八重奏  歌劇「ナブッコ」より開幕の合唱「祭りの晴れ着がもにくちゃに」  G.ヴェルディ 金

7 16:50:00  Ｒｉｓａｉａ　Ｍａｄｒｅ Ｄｉｏ Ｂｒａｓｓ  クラリネット四重奏  クラウナリー・フォー・クラリネッツ  Ｈ.スタルパース 金

8 16:55:30  ＩＢＣサクソフォンアンサンブル  サクソフォーン四重奏  『レシテーション・ブック』よりファンファーレ、変奏「アダムの罪によりて」による  Ｄ.マスランカ 金 代表

平成２４年１月１５日（日）


