
第３５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

演奏時間 団　　　体　　　名 演奏形態 演　奏　曲　目 作　曲　者 賞 代表

10:00:00  会津若松市立城北小学校 打楽器六重奏  ６人の打楽器奏者のためのイントロダクション　アンド　ダンス　　Ｎｏ．１ 櫛田胅之扶 銀

10:08:00  伊達市立伊達小学校 管打楽器六重奏  歌劇「イーゴリ公」より　ダッタン人の踊り Ａ.Ｐ.ボロディン 金 代表

10:16:00  いわき市立錦小学校 管打楽器六重奏  コーヒー・ルンバ Ｊ.M.ペロニ 銀

10:24:00  浪江町立浪江小学校 クラリネット七重奏  サンバ・オスティナート 森田　一浩 銀

10:29:30  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 銀

10:35:00  浪江町立浪江小学校 金管八重奏  ラ・クカラーチャ メキシコ民謡 金

10:40:30  いわき市立錦小学校 金管八重奏  金管八重奏のためのラプソディ 平吉　毅州 金

10:46:00  会津若松市立城西小学校 クラリネット六重奏  ディベルティメント　Ｎｏ．６ W.A.モーツｧルト 銀

10:51:30  郡山市立小原田小学校 クラリネット六重奏  組曲「ドリー」より G.フォーレ 銀

10:57:00  伊達市立伊達小学校 金管八重奏  アンダルシアのロマンス P.サラサーテ 金

中学校の部

演奏時間 団　　　体　　　名 演奏形態 演　奏　曲　目 作　曲　者 賞 代表

11:15:30  浪江町立浪江中学校 打楽器五重奏  三つの舞曲 吉岡　孝悦 金

11:23:30  伊達市立梁川中学校 打楽器三重奏  月迷宮／大神 山澤　洋之 銀

11:31:30  伊達市立伊達中学校 打楽器三重奏  月迷宮／大神 山澤　洋之 金

11:39:30  会津若松市立第五中学校 打楽器六重奏  ＭＩＲＡ 野本　洋介 銀

11:47:30  須賀川市立第二中学校 打楽器四重奏  エオリアン　カルテット 金田　真一 銅

11:55:30  いわき市立錦中学校 木管八重奏  ルーマニア民族舞曲 Ｂ.バルトーク 銀

12:01:00  新地町立尚英中学校 管楽七重奏  レジェンドⅢ Ａ.ドヴォルザーク 銀

12:06:30  いわき市立中央台北中学校 金管八重奏  ピアノとフォルテのソナタ Ｇ.ガブリエリ 銀

12:12:00  相馬市立向陽中学校 フルート三重奏  組曲 第二番より A.アルビージ 金 代表

13:30:30  福島市立平野中学校 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」より　Ⅰ・Ⅲ 三浦　真理 銀

13:36:00  いわき市立平第三中学校 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 銀

13:41:30  郡山市立郡山第二中学校 金管八重奏  組曲「ロンドンの小景」より　Ⅴ・Ⅵ G.ラングフォード 銀

13:47:00  会津若松市立第五中学校 フルート四重奏  山の夏の日より Ｅ.ボザ 銀

13:52:30  会津若松市立一箕中学校 クラリネット六重奏  古風なるメヌエット Ｍ.ラヴェル 銀

13:58:00  郡山市立郡山第七中学校 サクソフォーン四重奏  四重奏曲 Ｃ.パスカル 銅

14:03:30  会津若松市立第五中学校 サクソフォーン四重奏  異教徒の踊り P.ショルティーノ 銀

14:09:00  会津美里町立本郷中学校 木管六重奏  「ミクロコスモス」より Ｂ.バルトーク 銅

14:14:30  郡山市立郡山第二中学校 木管八重奏  八重奏曲　変ホ長調作品103より　第1楽章 L.Ｖ.ベートーヴェン 金

14:20:00  会津若松市立第四中学校 フルート五重奏  CAPRICCIO Ｔ.ベンジャミン 銅

14:25:30  郡山市立郡山第一中学校 木管八重奏  「クープランの墓」より　Ⅲ.メヌエット　Ⅳ.リゴードン M.ラヴェル 金

14:31:00  南相馬市立原町第一中学校 金管八重奏  「ニューヨークのロンドン子」より　Ⅱ・Ⅴ J.パーカー 銀

14:51:30  伊達市立伊達中学校 金管八重奏  「ニューヨークのロンドン子」より　Ⅴ.ラジオシティ J.パーカー 金

14:57:00  いわき市立江名中学校 サクソフォーン四重奏  サクソフォン・シンフォネット Ｄ.ベネット 金

15:02:30  福島市立信夫中学校 サクソフォーン四重奏  ファンキー・ダンス 角田　季子 銅

15:08:00  福島市立清水中学校 金管八重奏  組曲「ロンドンの小景」より　１.ロンドンは呼んでいる　Ⅳ.近衛騎兵のパレード G.ラングフォード 銀

15:13:30  相馬市立中村第一中学校 金管八重奏  飛 天 三澤　廣 銀

15:19:00  いわき市立中央台北中学校 フルート四重奏  フルート四重奏のための「想い出は銀の笛」より　Ⅰ・Ⅴ 三浦　真理 銀

15:24:30  相馬市立向陽中学校 金管八重奏  組曲「ロンドンの小景」より G.ラングフォード 銀

15:30:00  いわき市立湯本第一中学校 金管八重奏  スザート組曲より Ｔ.スザート 銅

15:35:30  郡山市立小原田中学校 クラリネット四重奏  ディベルティメント A.ウール 金

15:41:00  郡山市立郡山第二中学校 フルート四重奏  コロラトゥーラ 八木澤教司 銀

15:46:30  南相馬市立小高中学校 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

15:52:00  福島市立信夫中学校 金管八重奏  華円舞 福田　洋介 銀

16:12:30  伊達市立梁川中学校 金管六重奏  詩編　４４番 Ｂ.マルチェロ 金

16:18:00  会津若松市立第四中学校 クラリネット六重奏  弦楽四重奏曲 Ｃ.ドビュッシー 銀

16:23:30  相馬市立中村第一中学校 金管八重奏  「高貴なる葡萄酒を讃えて」より G.リチャーズ 銅

16:29:00  会津美里町立本郷中学校 金管五重奏  プリモローザとオデオン Ｅ.ナザレー 銅

16:34:30  福島市立清水中学校 サクソフォーン四重奏  サクソフォン・シンフォネット Ｄ.ベネット 銅

16:40:00  南相馬市立小高中学校 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 代表

16:45:30  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.フンダドーレ G.リチャーズ 金 代表

16:51:00  いわき市立植田中学校 クラリネット八重奏  コラールと舞曲 Ｖ.ネリベル 金 代表

16:56:30  郡山市立郡山第七中学校 フルート四重奏  アダージョとスケルツォ F.ウーテル 銀

17:02:00  いわき市立湯本第一中学校 サクソフォーン四重奏  アレグロ　デ　コンチェルト Ｊ.Ｂ.サンジュレー 銀

17:07:30  いわき市立植田中学校 金管八重奏  金管八重奏のためのテレプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス 金

17:13:00  会津若松市立第四中学校 サクソフォーン三重奏  パッション 高橋　伸哉 金

平成２０年１月１９日（土）


