
第３５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  福島県立安達東高等学校 打楽器三重奏  トリオ・バー・ウノ Ｎ.Ｊ.ジヴコビッチ 銀

2 10:08:00  福島県立安積高等学校 打楽器六重奏  打楽器六重奏のためのバリ島からの幻想曲’８４ 伊藤　康英 銅

3 10:16:00  桜の聖母学院高等学校 打楽器四重奏  花回廊／風龍 山澤　洋之 金

4 10:24:00  福島県立双葉高等学校 打楽器五重奏  「光の隙間」　～５人の打楽器奏者のために～ 樽屋　雅徳 銀

5 10:32:00  福島県立白河高等学校 打楽器六重奏  マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲 N.ロサウロ 金

6 10:40:00  福島県立湯本高等学校 打楽器七重奏  ポリペタル２ 遠藤 正樹 金 代表

7 10:48:00  福島県立安達高等学校 打楽器八重奏  マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲 N.ロサウロ 金

8 10:56:00  福島県立湯本高等学校 クラリネット八重奏  「スリーダンス」より　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ Ｇ.ウールフェンデン 金

9 11:01:30  福島県立会津学鳳高等学校 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Ⅱ、Ⅳ 三浦　真理 銅

10 11:07:00  福島県立相馬高等学校 管打八重奏  「小泉八雲の怪談によるバラード」より　おしどり、無間鐘 Ｐ.Ｈ.ノルドグレン 銀

11 11:26:30  会津若松ザベリオ学園高等学校 金管六重奏  「４つの合唱曲」より Ａ.ドヴォルザーク 銅

12 11:32:00  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トリオより　ロンド A.ヴァラニッキー 銀

13 11:37:30  福島県立磐城高等学校 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 金 代表

14 11:43:00  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

15 11:48:30  福島県立葵高等学校 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 銅

16 11:54:00  福島県立須賀川桐陽高等学校 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 銀

17 11:59:30  福島県立湯本高等学校 管弦七重奏  ブエノスアイレスの秋 Ａ.ピアソラ 金

18 12:05:00  福島県立相馬高等学校 クラリネット八重奏  「スリーダンス」より Ｇ.ウールフェンデン 金

19 12:10:30  福島成蹊学園福島成蹊高等学校 クラリネット五重奏  カプリッチョ Ｐ.シュバルツ 銅

20 12:16:00  福島県立若松商業高等学校 クラリネット三重奏  ９つの三重奏曲 V.ネリベル 銅

21 13:25:30  福島県立福島南高等学校 フルート四重奏  大四重奏曲 Ｆ.クーラウ 銀

22 13:31:00  福島県立安積高等学校 クラリネット四重奏  ファンタジア P.ハーヴェイ 銀

23 13:36:30  福島県立会津高等学校 クラリネット八重奏  序奏とロンド Ｇ.ジェイコブ 銀

24 13:42:00  福島県立湯本高等学校 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　Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ M.プレトリウス 銀

25 13:47:30  福島県立相馬東高等学校 金管八重奏  「フランス・ルネサンス舞曲集」より C.ｼﾞｪﾙﾍﾞｲｽ&P.ｱﾃﾆｬﾝ 銀

26 13:53:00  福島県立磐城高等学校 クラリネット八重奏  絵のない絵本　～第十二夜～ 樽屋　雅徳 金

27 13:58:30  日本大学東北高等学校 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

28 14:04:00  福島県立福島南高等学校 サクソフォーン四重奏  「タンゴの歴史」より　CAFE1930  BORDEL1900 Ａ.ピアソラ 銀

29 14:09:30  福島県立葵高等学校 フルート四重奏  アルカディ M.ベルトミュー 銀

30 14:15:00  福島県立相馬高等学校 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

31 14:35:30  福島県立磐城高等学校 フルート四重奏  「夏山の一日」より　Ⅲ・Ⅱ Ｅ.ボザ 金 代表

32 14:41:00  福島県立会津高等学校 フルート四重奏  「夏山の一日」より　Ⅰ・Ⅳ Ｅ.ボザ 銀

33 14:46:30  福島県立安積黎明高等学校 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　６.近衛兵のパレード G.ラングフォード 銅

34 14:52:00  福島県立磐城高等学校 サキソフォーン八重奏  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 代表

35 14:57:30  福島県立相馬高等学校 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 金

36 15:03:00  福島県立原町高等学校 金管八重奏  幻影～切裂かれた都市（まち）～ 小長谷宗一 金

37 15:08:30  福島県立福島東高等学校 サクソフォーン四重奏  「クープランの墓」より　Ⅰ.プレリュウード　Ⅳ.リゴードン Ｍ.ラベル 銀

38 15:14:00  福島県立郡山東高等学校 サクソフォーン四重奏  万葉より 櫛田胅之扶 銀

39 15:19:30  福島県立福島南高等学校 クラリネット八重奏  カプリッチョ 八木澤教司 銀

40 15:25:00  福島県立会津高等学校 サクソフォーン四重奏  異教徒の踊り Ｐ.ショルティーノ 銀

大学の部

1 15:45:30  国立福島工業高等専門学校 クラリネット七重奏  「小組曲」より Ｃ.ドビュッシー 銀

2 15:51:00  福島大学吹奏楽団 サクソフォーン三重奏  パッション 高橋　伸哉 銀

3 15:56:30  福島大学吹奏楽団 フルート三重奏  「小組曲第２番」より　Ⅱ.鐘　Ⅳ.泉 Ａ.アルビージ 金 代表

職場の部

1 16:02:00  いずみ歯科管楽アンサンブル 管楽三重奏  「スペイン舞曲集」より　Ⅰ・Ⅶ Ｅ.グラナドス 金 代表

一般の部

1 16:07:30  打.com 打楽器四重奏  ロック・トラップ W.J.シンスタイン 銅

2 16:13:00  アンサンブル「ノブリス･オブリージュ」 打楽器四重奏  ク・カ・イリモク Ｃ.ローズ 金

3 16:18:30  郡山ウインドアンサンブル 金管八重奏  「ニューヨークのロンドンっ子」より　Ⅴ.ラジオシティ J.パーカー 銀

4 16:24:00  いわきシンフォニックウインドアンサンブル フルート三重奏  グランド・トリオ　作品90 Ｆ.クーラウ 金

5 16:29:30  相馬吹奏楽団 金管八重奏  金管八重奏曲 高　昌帥 銀

6 16:35:00  信夫野金管アンサンブル 金管八重奏  「テルプシコ－レ舞曲集」より　エントリー・ヴォルト・クーラントフィナーレ Ｍ.プレトリウス 金

7 16:40:30  ＩＢＣサクソフォンアンサンブル サクソフォーン四重奏  パルティータ第４番ニ長調 J.S.バッハ 金 代表

8 16:46:00  懸の森ブラスアンサンブル 金管八重奏  花の狂乱 三澤　慶 銅

9 16:51:30  Risaia Madre Dio Brass 金管八重奏  組曲「テルプシコーレ」 M.プレトリウス 金

平成２０年１月２０日（日）


