
第48回滋賀県アンサンブルコンテスト　小学校の部（19日）

№ 団　　体　　名 編成 曲　　　目 作曲 編曲 本番 賞 代表

1 野洲吹奏楽団ジュニアバンド Sax3 アミューズメント・パーク組曲　1.3.4 高橋宏樹 10:00 金 代表

2 甲西吹奏楽団ジュニアバンド Cl5 クラリネット・バスカーズ 戸田顕 銀

3 あかねジュニアバンド 金６ トルコ行進曲 L.v.ベートーベン山本教生 10:06 銀

第48回滋賀県アンサンブルコンテスト　高等学校の部（19日）

№ 学　　校　　名 編成 曲　　　目 作曲 編曲 本番 賞 代表

1 草津東高等学校 管楽４ 落ち葉の舞う季節 渡部哲哉 10:12 金

2 守山北高等学校 管楽３ ある素敵な日に〜３人のフレキシブルアンサンブルのために片岡寛晶 10:19 銅

3 堅田高等学校 金８ シアター・ミュージック・パート１ 坂井貴祐 10:25 銅

4 近江兄弟社高等学校 Fl４ 夏山の一日より㈵、㈿ E.ボザ 10:31 金

5 東大津高等学校 Cl５ カレイドスコープ R.ローレンツ 10:38 金

6 八日市高等学校 打５ 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 濱口大弥 10:44 銀

7 高島高等学校 管打６ 潮彩 鹿野草平 福島弘和 10:50 銅

8 虎姫高等学校 Fl４ コロラトゥーラ 八木澤教司 10:56 銀

9 国際情報高等学校 打４ 彩雲 濱口大弥 11:21 銀

10 比叡山高等学校 打５ 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡孝悦 11:27 金 代表

11 玉川高等学校 管楽８ 「８つのロシア民謡」より Ａ．リャードフ 渡部哲哉 11:34 銀

12 甲西高等学校 打８ 幻のトレイン 継田和弘 11:40 銀

13 草津高等学校 木４ フォルモサの風 朴守賢 11:46 銅

14 膳所高等学校 Cl８ ガラスの海と都市の情景 Micina 11:52 金 代表

15 石部高等学校 打４ 花回廊〜風龍 山澤洋之 11:58 銀

16 近江高等学校 Tb４ トロンボーンのための組曲 G.リチャーズ 12:04 銀

17 長浜北高等学校 Sax５ ねがい 石毛里佳 12:10 銅

18 河瀬高等学校 打３ エクストリーム 山澤	洋之 12:17 金

19 彦根翔西館高等学校 金５ いさり火の歌 福田洋介 12:23 銅

20 北大津高等学校 管楽４ スザート舞曲 T.スザート 白岩優拓 12:29 銅

21 大津高等学校吹奏楽部 Cl５ 春の目覚め　~5本のクラリネットのための~ 鈴木英史 13:19 金

22 守山高校 Cl７ 嵐影〜七人のクラリネット奏者のために 片岡寛晶 13:25 金

23 水口東高等学校 Sax５ 	ブルー・ダスク 江原大介 13:31 銀

24 立命館守山高校 Cl４ コン・モート　〜クラリネット四重奏のための〜 阿部勇一 13:37 金

25 八幡高等学校 Fl３ 月明かりの照らす3つの風景 高橋宏樹 13:43 銀

26 彦根東高校 Cl４ アディオス・ノニーノ P.ピアソラ 小林聡 13:49 銅

27 幸福の科学学園関西中学校・高等学校管打７ シティガール・センチメンタリズム 田村修平 13:56 金

28 石山高等学校 打７ 鳥伽藍	/	鳳凰 山澤洋之 14:02 金

29 米原高等学校 Cl５ キラキラ星による変奏曲 森田一浩 14:09 銀

30 栗東高等学校 打３ 鬼雀蜂の壺 濱口大弥 14:16 銅

31 甲南高等学校 管打６ 彼方の光を掴むとき 和田直也 14:23 銅
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第48回滋賀県アンサンブルコンテスト　大学の部（19日）

№ 学　　校　　名 編成 曲　　　目 作曲 編曲 本番 賞 代表

1 滋賀大学 打４ 傀儡の匣 濱口大弥 15:25 銀

2 滋賀県立大学 木３ 落ち葉の舞う季節 渡辺哲也 15:31 金 代表

第48回滋賀県アンサンブルコンテスト　職場・一般の部（19日）

№ 団　　体　　名 編成 曲　　　目 作曲 編曲 本番 賞 代表

1 アンサンブルHana Sax５ 2つのアメリカ民謡 作曲者不詳 渡部哲哉 15:37 金

2 大津シンフォニックバンド 金８ 幻影　IV.逃げ惑う心 小長谷宗一 15:43 金 代表

3 滋賀県立大学OB吹奏楽団 管楽８ 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘 15:49 銀

4 サックスアンサンブル・レネット Sax４ ペンタグラム 酒井貴祐 15:55 銅

5 SLIDERS	UNIT Tb４ 「天地創造」より「大いなる御業は成りぬ」 F.J.ハイドン D.G.ミラー 16:01 銀

6 めろーくゎるてっと Sax４ ギリシャ組曲よりワルツ、クレタ P.イトゥラルデ 16:07 銀

7 アカデミックウィンドオーケストラ 木５ 木管五重奏曲	3つの船乗りの歌 M.アーノルド 16:13 銀

8 マミーズバンド奏 金５ アメリカン・イメージより1楽章　Early	Days R.ロブリー 16:19 銀

9 平津アンサンブル Cl４ ガラスの海と都市の情景 Micina 16:25 銀

10 リプル・ウインド・オーケストラ Cl８ ガラスの海と都市の情景 Micina 16:31 金

11 アポロークブラス 金８ 水の惑星への讃歌 高橋宏樹 16:56 金

12 カマンベールブラス バリチュ５４つの小品 L.マウアー J.スティーブンス17:02 銅

13 守山市民吹奏楽団 金８ 華円舞 福田洋介 17:08 銅

14 フルートアンサンブルじゅえる Fl７ コーリ・スペッツァーティ・コン・ヴァリアツィオーニ天野正道 17:14 銀

15 大津吹奏楽団 木８ 『悲歌』能〜道成寺の物語によるバラード 松下倫士 17:20 金

16 スカーレット・ウインドオーケストラ Cl３ 6つの三重奏曲	ニ長調	作品7-2	より	4楽章 J.ブーフィル 17:26 銀

17 Ka-chan	Quartet Sax４ カルメン幻想曲　サクソフォーン四重奏のために G.ビゼー 伊藤康英 17:32 銀

18 レイクサイドウインドオーケストラ 金８ ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエリ 田中敏義 17:38 銀

19 バリ・テューバアンサンブル“F-clef”バリチュ５色なき風 阿部勇一 17:44 銀
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