
中学校の部 平成２１年１２月１９日（土）
№ 演奏時間 団体名 演奏形態 演奏曲目 作曲者 賞 代表
1 9:45 玉川中学校 打楽器３重奏 ラプソディーⅢ　－　凜 福田　洋介 銀
2 9:52 平第三中学校 打楽器３重奏 打楽器三重奏の愉しみ 福島　弘和 欠場

3 9:59 小名浜第二中学校 打楽器３重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 金
4 10:06 小名浜第一中学校 打楽器４重奏 「トリプティック」よりⅠ A.J.シローン 金
5 10:13 江名中学校 打楽器４重奏 星物語　～打楽器四重奏のための～ 野本　洋介 金
6 10:20 小名浜第一中学校 管打８重奏 「テルプシコーレ」より M.プレトリウス 銅
7 10:25 久之浜中学校 管打８重奏 ラ・クカラーチャ メキシコ民謡 銅
8 10:31 久之浜中学校 管弦打８重奏 「私の子どもたちのためのアルバム」より鉛の兵隊の行進 G.ピエネル 銅
9 10:36 湯本第一中学校 フルート３重奏 ３本のフルートのための 雅 櫛田  胅之扶  銀

10 10:42 四倉中学校 フルート３重奏 フルート三重奏のための「想い出は銀の笛」 三浦　真理 銀
11 10:47 泉中学校 フルート４重奏 フルート吹きの休日より　Ⅰ　Ⅳ　より J．カステレード 金
12 10:53 中央台北中学校 フルート４重奏 フルート４重奏のための「想い出は銀の笛」より 三浦　真理 銀
13 10:58 平第二中学校 フルート４重奏 フルート４重奏のための「想い出は銀の笛」 三浦　真理 銀
14 11:04 中央台南中学校 フルート４重奏 フルート吹きの休日 J．カステレード 金
15 11:09 内郷第一中学校 フルート４重奏 「フルート吹きの休日」より Ｊ．カステレード 銅
16 11:30 平第二中学校 クラリネット５重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ・セレクション」 Ｆ．レハール 銅
17 11:35 江名中学校 クラリネット５重奏 フォスター・ラプソディ 鈴木　英史 銀
18 11:41 植田東中学校 クラリネット６重奏 弦楽四重奏曲より　第１楽章 Ｃ．ドビュッシー 銀
19 11:46 小川中学校 クラリネット６重奏 弦楽四重奏 C.ドビュッシー 銀
20 11:52 錦中学校 クラリネット７重奏 カプリッチョ 八木澤　教司 金 代表
21 11:57 四倉中学校 クラリネット７重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 銅
22 12:03 植田中学校 クラリネット７重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金 代表
23 12:08 湯本第一中学校 クラリネット８重奏 ドデカフォニック　エッセイ Ｅ．デルボルゴ 金 代表
24 12:14 中央台北中学校 クラリネット８重奏 クラウナリー　フォー　クラリネッツ H.スタルパーズ 銀
25 12:19 平第一中学校 クラリネット８重奏 スリー・ダンス Ｇ．ウールフェンデン 銀
26 12:25 中央台南中学校 クラリネット８重奏 パーテル・ノステル 八木澤　教司 金 代表
27 12:29 植田中学校 木管３重奏 雅 櫛田  胅之扶  金
28 12:35 好間中学校 木管４重奏 グラン・ホタ Ｆ．タレガ 欠場

29 12:40 小名浜第二中学校 木管４重奏 ゴリウォーグのケークウォーク C.ドビュッシー 金 代表
30 12:46 内郷第一中学校 木管５重奏 リベルタンゴ A.ピアソラ 銅
31 12:51 勿来第二中学校 木管５重奏 フォスター・ラプソディ 鈴木　英史 銅
32 12:57 湯本第二中学校 木管５重奏 フォスターラプソディー 鈴木　英史 銀
33 13:02 好間中学校 木管６重奏 シャルル＝ドレアンの３つの歌より Ｃ．ドビュッシー 欠場

34 13:08 勿来第一中学校 木管８重奏 スラブ舞曲より A.ドボルザーク 銀
35 13:13 玉川中学校 木管８重奏 組曲ト長調よりⅠ.前奏曲 O.レスピーギ 銅
36 13:19 小名浜第一中学校 木管８重奏 弦楽セレナード～＜ワルツ＞ P.I.チャイコフスキー 銅
37 13:24 勿来第二中学校 管楽８重奏 クラップ　ヨ’　ハンズ G.ガーシュイン 銅
38 13:30 平第一中学校 管弦７重奏 ブエノスアイレスの春 Ａ・ピアソラ 金
39 13:35 平第三中学校 管弦８重奏 ピアノとフォルテのソナタ Ｇ．ガブリエリ 金
40 13:41 磐崎中学校 管弦８重奏 歌劇   5月の夜 より リムスキー＝コルサコフ 銅
41 13:46 内郷第一中学校 管弦８重奏 交響曲第２５番ト短調Ｋ１８３より　第１楽章 Ｗ．Ａ．モーツァルト 銀
42 14:07 江名中学校 サキソフォン４重奏 サキソフォン・シンフォネット Ｄ．ベネット 金
43 14:12 小川中学校 サキソフォン４重奏 セヴィリア Ｉ．アルベニス 金
44 14:18 植田中学校 サキソフォン４重奏 サキソフォン・シンフォネット D.ベネット 金
45 14:23 泉中学校 サキソフォン４重奏 サクソフォン四重奏  F.M.ジャンジャン 銀
46 14:29 平第三中学校 サキソフォン４重奏 セヴィラ J.アルベニス 銀
47 14:34 錦中学校 サキソフォン４重奏 サクソフォーン4重奏曲 F.M.ジャンジャン 金 代表
48 14:40 植田東中学校 サキソフォン４重奏 トルヴェールの「惑星」より　彗星 長生　淳 金 代表
49 14:45 湯本第一中学校 サキソフォン４重奏 アレグロ　デ　コンチェルト Ｊ．Ｂ．サンジュレー 銀
50 14:51 内郷第二中学校 金管５重奏 カプリオール組曲より　１　６ Ｐ．ウォーロック 銅
51 14:56 小名浜第二中学校 金管５重奏 フォスター・ラプソディー 鈴木　英史 欠場

52 15:02 内郷第一中学校 金管５重奏 ルーマニアのクリスマスの子供の歌より　第１集 Ｂ．バルトーク 銀
53 15:07 磐崎中学校 金管７重奏 舞曲集より I.イエヒン 銅
54 15:28 泉中学校 金管８重奏 スザート組曲 Ｔ．スザート 銀
55 15:33 中央台南中学校 金管８重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘 銀
56 15:39 植田中学校 金管８重奏 テレプシコーレ Ｍ．プレトリウス 金
57 15:44 玉川中学校 金管８重奏 華円舞 福田　洋介 銀
58 15:50 勿来第一中学校 金管８重奏 ピアノとフォルテのソナタ A.ガブリエリ 銀
59 15:55 錦中学校 金管８重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘 金 代表
60 16:01 久之浜中学校 金管８重奏 ガーシュウィン・エアー G.ガーシュウィン 銀
61 16:06 小川中学校 金管８重奏 第７旋法によるカンツｵーネ第２番 G.ガブリエリ 銅
62 16:12 平第一中学校 金管８重奏 ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエリ 金
63 16:17 四倉中学校 金管８重奏 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 高橋　宏樹 銀
64 16:23 植田東中学校 金管８重奏 てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～ 福島　弘和 金 代表
65 16:28 平第二中学校 金管８重奏 華円舞 福田　洋介 銅
66 16:34 好間中学校 金管８重奏 ガーシュウィン・エアー G．ガーシュウィン 欠場

67 16:39 中央台北中学校 金管８重奏 金管八重奏のためのラプソディ 平吉　毅州 銀
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