
第47回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部（19日）

№ 団体名 編成 曲　目 作　曲 編　曲 賞 代表

1 大津市立日吉中学校 Cla４ スリーラテンダンス P.ヒケティック 銀

2 守山市立明富中学校 管打８ マカーム・ダンス～8人のフレキシブルアンサンブルのために 片岡寛晶 金

3 東近江市立五個荘中学校 木管５ ブリリアントダンス　より　１輪舞　３牧歌的な踊り　３勇敢な踊り 福田洋介 銅

4 大津市立瀬田北中学校 BaTu４ 北欧の歌～３つのフィンランド民謡による～ 髙橋宏樹 銀

5 湖南市立石部中学校 管打８ 風の詩 福島弘和 銅

6 長浜市立東中学校 管打７ マカームダンス　～7人のフレキシブルアンサンブルのために 片岡寛晶 金

7 草津市立新堂中学校 打３ 鬼雀蜂の壺 濵口大弥 銀

8 守山市立守山南中学校 Fl５ 心に染みる５つの言葉より	Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ. 八木澤教司 金 代表

9 東近江市立船岡中学校 金管４ 時の翼 広瀬勇人 金

10 大津市立仰木中学校 木管８ 鬼姫ｰある美しき幻影ｰ 田村修平 銀

11 竜王町立竜王中学校 木管３ 孤独の演習 井澗昌樹 黒川圭一 金

12 彦根市立東中学校 Cla４ お団子ヘアの女の子 八木澤教司 嶋崎雄斗 銀

13 滋賀大学教育学部附属中学校 打４ 獅子神楽　～４人の打楽器奏者のために～ 片岡寛晶 金

14 栗東市立栗東中学校 金管８ ガーシュイン・イン・ブラス！！２ G.ガーシュイン 金

15 東近江市立能登川中学校 打４ ムラサメ　ーMURASAMEー 月村路子 金

16 草津市立高穂中学校 Fl４ コーラル・ドロップス 藤田哲志 銀

17 滋賀県立守山中学校 Cla３ ３本のクラリネットのための「５つのミニチュアーレ」1970 磯部周平 金 代表

18 東近江市立朝桜中学校 Sax３ アミューズメント・パーク組曲 高橋宏樹 銅

19 草津市立草津中学校 木管５ ブリリアントダンスズ 福田洋介 銀

20 守山市立守山中学校 Cla４ クラリネット・ラプソディ D.ベネット 銀

21 彦根市立稲枝中学校 Sax４ タンゴ・ファンタジー 織茂学 銅

22 比叡山中学校 Sax３ 飛行船の軌跡 須賀拓夢 銅

23 甲賀市立信楽中学校 管打８ 天の剣 福田洋介 銀

24 彦根市立鳥居本中学校 打３ 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 金

25 草津市立老上中学校 Sax５ ガラスの香り 福田洋介 銀

26 野洲市立野洲北中学校 打４ 祈りの光　一つの思いⅠ 山澤洋之 銀

27 彦根市立中央中学校 Cla４ スリー・ラテンダンス P.ヒケティック 銀

28 大津市立皇子山中学校 Sax８ 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘 銀

29 甲賀市立城山中学校 Fl３ 「小組曲第2番」より	春の歌、鐘、泉 A.アルビージ 金

30 長浜市立南中学校 打４ ノームの森の物語 高橋宏樹 銀

31 大津市立打出中学校 Cla４ 混色のマテリア 江原大介 金 代表

32 滋賀県立水口東中学校 管打７ マカーム・ダンス 片岡寛晶 銀

33 彦根市立南中学校 Sax４ 千夜の夢より 鈴木歌穂 銀

34 大津市立青山中学校 金管８ 果てしない空への冒険 M.ゴールドマン 鈴木英史 銅

35 甲賀市立水口中学校 Sax４ アミューズメント・パーク組曲 高橋宏樹 銀

36 長浜市立西中学校 Fl３ 春なれば…… 櫛田胅之扶 金

37 草津市立松原中学校 Sax４ 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション F.レハール 一木一誠 銅

38 立命館守山中学校 Cla４ クラウナリー・フォー・クラリネッツ H.スタルパス 金

39 彦根市立西中学校 木管８ 「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード 松下倫士 銀

40 大津市立瀬田中学校 Cla７ ハンガリー舞曲	第6番 J.ブラームス 銀

41 栗東市立栗東西中学校 打６ カプリス 金田真一 金

42 滋賀県立河瀬中学校 管打８ インベイスの丘 J.グラステイル 金 代表

43 大津市立南郷中学校 金管５ いさり火の歌 福田洋介 銅

44 近江八幡市立安土中学校 打５ おもちゃ箱のファンタジー 高橋宏樹 銀

45 長浜市立北中学校 管打８ 天の剣 櫛田胅之扶 銀

46 大津市立粟津中学校 金管８ 狂詩曲「スペイン」 A.E.シャブリエ 銅

47 近江兄弟社中学校 木管３ ユイマール 広瀬勇人 銀

48 彦根市立彦根中学校 管楽８ てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 福島弘和 銅

49 甲賀市立土山中学校 打４ 傀儡の匣 濱口大弥 金

50 大津市立唐崎中学校 Sax４ ラノベファンタジア 宮川成治 銅

51 湖南市立甲西中学校 管打７ マカーム・ダンス 片岡寛晶 棄権

52 大津市立真野中学校 打４ 宝島への地図 高橋宏樹 金

53 守山市立守山北中学校 打５ 「光の隙間」～５人の打楽器奏者のために～ 樽屋雅徳 棄権

54 大津市立志賀中学校 打５ プレイ・タグ 坂井貴裕 銀

55 野洲市立中主中学校 管楽８ てぃーちてぃーる			沖縄民謡による 福島弘和 銀
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