
第４１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  福島県立磐城桜が丘高等学校  打楽器五重奏  ザ ウェーブ  阿倍　圭子 銀

2 10:08:00  福島県立喜多方桐桜高等学校  打楽器六重奏  ステュクスカロンズボートⅡ  遠藤　正樹 銀

3 10:16:00  福島県立郡山商業高等学校  打楽器三重奏  ディベルティメント～３人の打楽器奏者のために～  Ｊ.グラステイル 銅

4 10:24:00  桜の聖母学院高等学校  打楽器四重奏  水面に射す紅き影の波紋  山澤　洋之 銀

5 10:32:00  福島県立相馬東高等学校  打楽器四重奏  ザ・ウェーブ  安倍　圭子 銅

6 10:40:00  福島県立会津高等学校  打楽器四重奏  マリンバ・スピリチュアル  三木　　稔 銀

7 10:48:00  福島県立安達高等学校  クラリネット四重奏  ３つのラテンダンス  Ｐ.ヒケティック 銀

8 10:53:00  福島県立原町高等学校  金管八重奏  「テルプシコーレ舞曲集」より  M.プレトリウス 銅

9 10:58:30  福島県立安積黎明高等学校  フルート四重奏  ４本のフルートのための組曲「フィクションズ」より  Ｍ.マウアー 金

10 11:04:00  福島県立磐城高等学校  クラリネット八重奏  ラ　セーヌ　より  真島　俊夫 金

11 11:25:00  福島県立原町高等学校  管楽七重奏 「小組曲」より  Ｃ.ドビュッシー 銅

12 11:30:30  福島県立磐城高等学校  金管八重奏  ア・ラ・カルト　より  Ｇ.リチャーズ 金 代表

13 11:36:00  福島県立福島東高等学校  クラリネット八重奏  アルテミスの嘆き  八木澤教司 銀

14 11:41:00  会津若松ザベリオ学園高等学校  サクソフォーン三重奏  アミューズメント・パーク組曲  高橋　宏樹 銀

15 11:46:30  福島県立安積高等学校  フルート四重奏 「グランド・カルテット」よりⅠ  Ｆ.クーラウ 金

16 11:52:00  帝京安積高等学校  トランペット三重奏  聖エドモンズベリーのためのファンファーレ  Ｂ.ブリテン 銀

17 11:57:30  福島県立相馬東高等学校  クラリネット六重奏  ほたる  Ｅ..ボザ 銅

18 12:03:00  福島県立福島商業高等学校  サクソフォーン四重奏  陽炎の舞踏  八木澤教司 銅

19 12:08:30  福島県立若松商業高等学校  クラリネット五重奏  ミニチュア・タウン  石毛　里佳 銅

20 12:14:00  福島県立湯本高等学校  金管八重奏  スリー　ダンス　エピソード  Ｅ.グレッグソン 金 代表

21 13:20:00  桜の聖母学院高等学校  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

22 13:25:30  福島県立相馬東高等学校  サクソフォーン四重奏 サクソフォーン四重奏曲より　Ⅳ  Ｆ.シュミット 銀

23 13:31:00  福島県立喜多方桐桜高等学校  木管六重奏  民謡の主題によるスコットランド風行進曲  Ｃ.ドビュッシー 銅

24 13:36:30  福島県立郡山東高等学校  フルート四重奏  「グランド・カルテット」より  Ｆ.クーラウ 金

25 13:42:00  福島県立磐城桜が丘高等学校  金管八重奏  花宴～朧月夜に似るものぞなき～  三澤　　慶 金

26 14:47:30  福島県立平商業高等学校  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 代表

27 13:53:00  福島県立須賀川桐陽高等学校  金管八重奏  「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりⅣ．Ⅴ  Ｇ.リチャーズ 銀

28 13:58:00  福島県立福島南高等学校  金管八重奏  テレプシコーレ舞曲集  Ｍ.プレトリウス 銀

29 14:03:30  福島県立相馬高等学校  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 金

30 14:09:00  福島県立会津高等学校  フルート三重奏  小組曲第２番ⅡⅠⅣ  Ａ.アルビージ 金

31 14:30:00  福島県立相馬高等学校  クラリネット四重奏  「バードウォッチング」より　Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ,Ⅵ  Ｍ.ヘンリー 金

32 14:35:30  福島県立磐城桜が丘高等学校  クラリネット八重奏  ラ　セーヌ  真島　俊夫 金

33 14:41:00  福島県立福島東高等学校  サクソフォーン八重奏  「ラ・セーヌ」より　Ⅰ.ポン・ヌフ　Ⅲ.アレクサンドル三世橋  真島　俊夫 銀

34 14:46:30  福島県立安積高等学校  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，Ⅳ  Ｊ.Ｍ.デュファイ 銀

35 14:52:00  福島県立若松商業高等学校  サックス四重奏  グラーヴェとプレスト  Ｊ.リヴィエ 銀

36 14:57:30  福島県立相馬高等学校  フルート四重奏  「フィクションズ」より　Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ  M.マウワー 金

37 15:03:00  福島県立須賀川桐陽高等学校  クラリネット八重奏  パーテル・ノステル  八木澤教司 銀

38 15:08:30  福島県立会津高等学校  クラリネット七重奏  絵のない絵本～第１２夜～  樽谷　雅徳 銀

39 15:14:00  福島県立平商業高等学校  木管八重奏  巡礼歌  松下　倫士 金 代表

40 15:19:30  桜の聖母学院高等学校  木管三重奏  木管三重奏のための五つの小品  Ｊ.イベール 金

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 15:40:00  福島工業高等専門学校  打楽器六重奏  ファイアーワークス（花火）  石毛　里佳 銀

2 15:48:00  東日本国際大学  管打楽器八重奏  天の剣  福田　洋介 金 代表

3 15:56:00  福島大学吹奏楽団  サクソフォーン四重奏  ペンタグラム  坂井　貴祐 金

4 16:01:30  会津大学吹奏楽団  サクソフォーン四重奏  グリムの古城  高橋　宏樹 銀

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 16:07:00  Risaia Madre Dio Brass  トロンボーン四重奏  トロンボーン四重奏のための「メモリーズ」  高嶋　圭子 銀

2 16:12:30  いわき吹奏楽団  金管八重奏  枕草子より  石川　亮太 銀

3 16:18:00  木管五重奏団ＧＯＬＩｓ  木管三重奏  三重奏曲第２番 ト短調　Ｏｐ．４５  Ｇ.カンビーニ 銀

4 16:23:30  郡山ウインドアンサンブル  木管五重奏 「木管五重奏曲第１番」よりⅠ，Ⅳ  Ｅ.セルヴァンスキー 金 代表

5 16:29:00  ＩＢＣサクソフォンアンサンブル  サクソフォーン四重奏  組曲「ホルベアの時代から」よりⅠ．Ⅴ  Ｅ.グリーグ 金

6 16:34:30  信夫野金管アンサンブル  金管八重奏  劇付随音楽「アブデラザール組曲」よりⅡ.Ⅴ.Ⅸ.  Ｈ.パーセル 銀

平成２６年１月１９日（日）


