
第48回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部（18日）

№ 団体名 編成 曲　目 作　曲 編　曲 本　番 賞 代表

1 東近江市立朝桜中学校 Fl３ さざなみの調べ 石毛里佳 10:00 銅

2 草津市立高穂中学校 打３ ケルベロス・ドラムス 加藤大輝 10:06 銀

3 守山市立守山北中学校 Sax４ サクソニック・ダンス 戸田顕 10:12 銀

4 東近江市立能登川中学校 Sax３ むさしのファンタジア 三澤慶 10:18 銀

5 草津市立草津中学校 Sax３ ソナタ・ヘキサグラミック 日景貴文 10:24 金

6 栗東市立栗東西中学校 木８ 鬼姫ーある美しき幻影ー 田村修平 10:30 金

7 彦根市立東中学校 Sax４ サクソフォン５重奏のためのサクソフォン・バスカーズ 戸田顕 10:36 銀

8 大津市立志賀中学校 管打８ ジャイアント・キリング 宮川成治 10:43 銅

9 私立立命館守山中学校 Cl５ 波影 片岡寛晶 10:49 金 代表

10 彦根市立南中学校 打６ カプリス 金田真一 10:55 銀

11 大津市立日吉中学校 木３ 駅猫diaryより第１・４・５・６楽章 宮川成治 11:01 金

12 湖南市立甲西中学校 管楽５ 東北地方の民謡によるコラージュ(2018)〜フレキシブル・アンサンブルのための 櫛田胅之扶 11:07 銅

13 長浜市立西中学校 打６ トラスト 今井翼 11:13 金

14 国立大学法人滋賀大学教育学部附属中学校 Fl３ 海のパレット 藤田哲志 11:20 銀

15 湖南市立日枝中学校 管楽３ ３つのわらべうた　I.かごめかごめ　II.夕焼け小焼け　III.七つの子 作者不詳 高橋宏樹 11:45 銀

16 東近江市立聖徳中学校 金７ カテドラル・プレリュード M.ゴールドマン 11:52 銅

17 私立光泉中学校 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 11:58 銀

18 私立近江兄弟社中学校 木４ 子猫と蝶 酒井格 12:04 銅

19 愛荘町立愛知中学校 打５ アンティーク・クロッシェ 加藤大輝 12:10 金

20 大津市立堅田中学校 金５ いさり火の歌 福田洋介 12:16 銀

21 守山市立守山中学校 木３ 花の香る季節に	〜３つの木管楽器のために 八木澤教司 12:22 金 代表

22 彦根市立彦根中学校 金４ 時の翼 広瀬勇人 12:28 銅

23 大津市立瀬田北中学校 打５ ゲインズボロー T.ゴーガー 12:34 銅

24 甲賀市立城山中学校 打４ 傀儡の匣 濱口大弥 12:40 金

25 長浜市立南中学校 打４ 宝島への地図 高橋宏樹 12:47 金

26 大津市立粟津中学校 Fl３ チョコふぇすっ！ 八木澤教司 12:53 銀

27 滋賀県立守山中学校 Fl３ 雪灯りの幻想 福島弘和 13:00 金 代表

28 東近江市立船岡中学校 管打８ マカーム・ダンス 片岡寛晶 13:06 金

29 大津市立北大路中学校 管打６ ブランデンブルグ協奏曲第５番より　I、III J.S.バッハ 山本教生 13:56 銅

30 栗東市立葉山中学校 打４ 花回廊/風龍 山澤洋之 14:02 銀

31 東近江市立玉園中学校 打４ ムラサメ　−MURASAME− 月村路子 嶋崎雄斗 14:09 銀

32 私立比叡山中学校 木７ 風変わりな美女　より E.サティ 黒川圭一 14:15 銅

33 滋賀県立水口東中学校 打４ 花回廊/風龍 山澤洋之 14:21 棄権

34 東近江市立五個荘中学校 金５ つよきちから 飯塚佑輝 14:27 銅

35 大津市立仰木中学校 Cl５ ミニチュア・タウン 石毛里佳 14:33 銀

36 栗東市立栗東中学校 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 14:39 銀

37 豊郷町立豊日中学校 木８ ３つの幻影 松下倫士 14:45 金 代表

38 大津市立皇子山中学校 打４ 宝島への地図 高橋宏樹 14:51 銀

39 近江八幡市立八幡東中学校 木３ 月は優しく愛を照らす 和田直也 14:57 銅

40 愛荘町立秦荘中学校 管楽８ せきれいの尾 高橋宏樹 15:03 銅

41 大津市立瀬田中学校 打３ 鳥伽藍/鳳凰 山澤洋之 15:09 金

42 守山市立明富中学校 Cl７ 嵐影〜七人のクラリネット奏者のために 片岡寛晶 15:16 金

43 県立河瀬中学校 金６ 金管６重奏のためのラプソディー 福田昌範 15:41 銀

44 草津市立玉川中学校 金６ あの坂の向こう 廣瀬勇斗 15:47 銅

45 甲賀市立甲南中学校 Fl３ 小組曲第2番 A.アルビージ 尾形誠 15:54 金

46 彦根市中央中学校 Cl４ ア・プレイフル・カルテット R.デカンク 16:00 金

47 草津市立老上中学校 打４ 花回廊/風龍 山澤洋之 16:06 銀

48 湖南市立甲西北中学校 木３ 花の香る季節に　〜３つの木管楽器のために 八木澤教司 16:12 銀

49 彦根市立西中学校 Sax３ カプリッチョ 渡部哲哉 16:18 銀

50 大津市立打出中学校 打６ 海神 䇈口大弥 16:25 金

51 守山市立守山南中学校 管打８ テレプシコーレII 森田一浩 16:31 金

52 大津市立田上中学校 管楽８ 「二つのニグロ・スピリチュアル」より「幼きダヴィデ」 黒人霊歌 兼田敏 16:37 銅

53 甲賀市立信楽中学校 打４ アンネリダ・タンツエーリン 福島弘和 16:44 金

54 大津市立真野中学校 打３ エオリアン・トリオ 金田真一 16:51 銀

55 甲賀市立甲賀中学校 管打７ ソロモンの指輪 広瀬勇人 16:58 銀
中	学	校	の	部	審	査	結	果	発	表　（17:30頃)
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