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ALL SHIGA ENSEMBLE CONTEST

第 49 回　滋賀県アンサンブルコンテスト

2021 年 1月 16 日 ( 土 ) 中学校の部

　　　   1 月 17 日 ( 日 ) 小学生・高等学校・職場・一般の部

会場：守山市民ホール

主催　滋賀県吹奏楽連盟　朝日新聞社
後援　滋賀県教育委員会　大津市教育委員会
　　　守山市教育委員会　彦根市教育委員会

（第46回関西アンサンブルコンテスト予選）



・古賀　喜比古 Osaka Shion Wind Orchestra クラリネット

・辻　　浩二 大阪芸術大学 ホルン

・辻本　剛志 大阪芸術大学 サクソフォーン

・中路　友恵 相愛大学 打楽器

・吉野　竜城 関西フィルハーモニー管弦楽団 テューバ

●審 査 員● ( 敬称略）

ご　あ　い　さ　つ

　昨年は連盟にとって苦渋の年でありました。これまで開催してきた連盟行事の多くを中止する予想もしなかった事態となり

ました。昨年の秋ごろからウイルス感染がやや落ちついてきたのですが、近頃、再び感染が広がる状況にあり、今後の推移が

気になるところです。

　今回のアンサンブルコンテストは、対応を慎重に協議し、最終的に無観客での開催となりました。また、大会に関わるすべ

ての方々にウイルス感染に対して細心の注意をいただくようお願いしています。この大会での経験を活かし、安心・安全を最

優先にした予防対策を行いながらなんとか吹奏楽連盟の諸事業を本年は実施したいと考えているところです。皆様方のご理解、

ご支援をよろしくお願いいたします。

２０２１年１月　滋賀県吹奏楽連盟　会長　辰巳　晴生



  1 打楽器３重奏

エオリアン・トリオ

彦根市立   西中学校

金田真一作曲

  2 管打６重奏

波を越えてはるかに〜吹奏楽のための祝典前奏曲

野洲市立   中主中学校

後藤洋作曲

  3 打楽器４重奏

花回廊／風龍

大津市立   志賀中学校

山澤 洋之作曲

  4 サクソフォーン３重奏

アミューズメント・パーク組曲

東近江市立   能登川中学校

高橋宏樹作曲

  5 木管３重奏

ユイマール

滋賀県立   守山中学校

広瀬勇人作曲

  6 クラリネット５重奏

クラリネット・ファイブ

草津市立   高穂中学校

白川毅夫作曲

  7 金管５重奏

コッツウォルズの風景

湖南市立   甲西北中学校

広瀬勇人作曲

  8 管打８重奏

百合は白く、そして気高く咲き

豊郷町立   豊日中学校

山澤洋之作曲

  9 管打７重奏

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

甲賀市立   甲賀中学校

片岡寛晶作曲

  10 金管５重奏

３つの情景

草津市立   草津中学校

坂井貴祐作曲

  11 木管８重奏

水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための X

東近江市立   朝桜中学校

内藤友樹作曲

  12 打楽器３重奏

パーカッシヴ・ウェーブ〜 3 人の打楽器奏者のために〜

甲賀市立   信楽中学校

片岡寛晶作曲
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  14 打楽器３重奏

精霊の詩

東近江市立   五個荘中学校

嶋崎雄斗作曲

  15 金管８重奏

アンティフィニー第 1 番

守山市立   明富中学校

H. シュッツ作曲

  16 打楽器３重奏

夢幻

草津市立   松原中学校

石毛里佳作曲

  17 金管５重奏

3 つのノルウェーの旋律

近江兄弟社中学校

E. グリーグ作曲

  18 打楽器３重奏

舞姫

愛荘町立   秦荘中学校

嶋崎雄斗作曲

  19 管打５重奏

とりかごのとびら

近江八幡市立   八幡東中学校

福田洋介作曲

  20 サクソフォーン４重奏

アリオンの琴歌

大津市立   瀬田中学校

八木澤教司作曲

  21 サクソフォーン４重奏

アミューズメント・パーク組曲

彦根市立   中央中学校

高橋宏樹作曲

  22 金管８重奏

ピーコック　ブルー

栗東市立   栗東中学校

福田洋介作曲

  23 金管５重奏

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

大津市立   堅田中学校

高橋宏樹編曲

  24 打楽器５重奏

ロスト・クリスタル

長浜市立   浅井中学校

嶋崎雄斗作曲

  13 サクソフォーン４重奏

グリムの古城

大津市立   南郷中学校

高橋宏樹作曲

中学校の部 ２０２１年１月１６日（土）守山市民ホール
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  25 木管４重奏

スタートライン

近江八幡市立   安土中学校

山下祐加作曲

  26 打楽器４重奏

４人のパーカッショニストのための「ノームの森の物語」

大津市立   皇子山中学校

高橋宏樹作曲

  27 木管５重奏

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

長浜市立   南中学校

櫛田胅之扶作曲

  28 打楽器５重奏

ペンタゴン〜 5 人の打楽器奏者のための〜

守山市立   守山北中学校

天野正道作曲

  29 クラリネット３重奏

蛇儀礼

大津市立   打出中学校

尾崎一成作曲

  30 フルート３重奏

星空キャンドル　〜 for Beginners 〜

長浜市立   西中学校

藤田哲志作曲

  31 クラリネット３重奏

ウェントス

栗東市立   栗東西中学校

石毛里佳作曲

  32 木管３重奏

長月絵巻

大津市立   日吉中学校

石毛里佳作曲

  33 打楽器４重奏

獅子神楽　〜４人の打楽器奏者のために

甲良町立   甲良中学校

片岡寛晶作曲

  34 木管８重奏

水墨画三景にみる白と黒の陰翳　〜木管八重奏のための II

守山市立   守山南中学校

内藤友樹作曲

  35 管楽７重奏

うるわしき夢

草津市立   玉川中学校

福田洋介作曲

  36 打楽器４重奏

傀儡の匣

滋賀県立   河瀬中学校

濵口大弥作曲

中学校の部 ２０２１年１月１６日（土）守山市民ホール
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  40 サクソフォーン４重奏

アンダンテ・カンタービレ

滋賀県立   水口東中学校

P.I. チャイコフスキー作曲　W. ハウトバスト編曲

  41 クラリネット５重奏

波影

国立大学法人   滋賀大学教育学部附属中学校

片岡寛晶作曲

  42 管打８重奏 東近江市立   船岡中学校

片岡寛晶作曲

  43 管打４重奏

昼下がりの庭で

湖南市立   日枝中学校

下田和輝作曲

  44 クラリネット４重奏

お団子ヘアの女の子

草津市立   老上中学校

八木澤教司作曲

  45 クラリネット４重奏

三つの喜遊曲

甲賀市立   甲南中学校

H. トマジ作曲

  37 木管８重奏

水墨画三景にみる白と黒の陰翳　〜木管八重奏のための II

立命館守山中学校

内藤友樹作曲

  38 サクソフォーン５重奏

出航の朝

大津市立   瀬田北中学校

八高美紀作曲

  39 金管５重奏

いさり火の歌

愛荘町立   愛知中学校

福田洋介作曲

中学校の部 ２０２１年１月１６日（土）守山市民ホール
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  1 打楽器４重奏

傀儡の匣

甲西吹奏楽団ジュニアバンド

濵口大弥作曲

  2 金管５重奏

愛の挨拶

   あかねジュニアバンド

E. エルガー作曲　反岡英志編曲

  1 管打８重奏

鼓動　木管五重奏と打楽器三重奏のための

滋賀県立   高島高等学校

A. ピアソラ作曲　片岡寛晶編曲

  2 打楽器３重奏

ケルベロス・ドラムス

滋賀県立   彦根翔西館高等学校

加藤大輝作曲

  3 管打７重奏

百合は白く、そして気高く咲き

   幸福の科学学園関西中学校・高等学校

山澤洋之作曲

  4 管打５重奏

春の扉

滋賀県立   草津高等学校

山下祐加作曲

  5 木管８重奏

巡礼歌

滋賀県立   玉川高等学校

松下倫士作曲

  6 サクソフォーン４重奏

サクソフォーン四重奏曲より第三楽章

滋賀県立   石山高等学校

A. デザンクロ作曲

  7 打楽器５重奏

打楽器 5 重奏のためラミアの氷像

   比叡山高等学校

嶋崎雄斗作曲

  8 金管５重奏

さくらのうた

滋賀県立   堅田高等学校

福田洋介作曲

  9 クラリネット５重奏

波影

滋賀県立   水口東高等学校

片岡寛晶作曲
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  11 木管８重奏

土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」のものがたりによる狂詩曲

滋賀県立   甲西高等学校

松下倫士作曲

  12 管打６重奏

ソロモンの指輪

滋賀県立   甲南高等学校

広瀬勇人作曲

  13 木管３重奏

古典様式によるソナチネ

滋賀県立   石部高等学校

田村修平作曲

  14 管楽５重奏

さくらのうた

滋賀県立   瀬田工業高等学校

福田洋介作曲

  15 金管８重奏

カッシーニ・ミッション

滋賀県立   河瀬高等学校

三澤慶作曲

  16 トロンボーン４重奏

トロンボーンのための組曲より I,III,IV

   近江高等学校

G. リチャーズ作曲

  17 金管６重奏

あの坂の向こう

滋賀県立   米原高等学校

広瀬勇人作曲

  18 金管８重奏

水の宮殿

滋賀県立   彦根東高等学校

松下倫士作曲

  19 クラリネット６重奏

弦楽四重奏曲　第 1 楽章

滋賀県立   東大津高等学校

C. ドビュッシー作曲　福島弘和編曲

  20 打楽器３重奏

鬼雀蜂の壺

滋賀県立   草津東高等学校

濵口大弥作曲

  21 クラリネット４重奏

稲穂ゆくもの〜クラリネット四重奏のための

滋賀県立   虎姫高等学校

葛西竜之介作曲
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  10 クラリネット７重奏

ドデカフォニック・エッセイ

滋賀県立   膳所高等学校

E. デル・ボルゴ作曲



  22 クラリネット８重奏

比翼の鳥

滋賀県立   守山高等学校

中村匡寿作曲

  23 金管８重奏

華円舞

滋賀県立   大津高等学校

福田洋介作曲

  24 打楽器５重奏

光の雫

   近江兄弟社高等学校

樽屋雅徳作曲

  25 サクソフォーン４重奏

幻舞曲

滋賀県立   八日市高等学校

石毛里佳作曲

  26 サクソフォーン４重奏

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

滋賀県立   長浜北高等学校

F. レハール作曲　鈴木英史編曲

  27 サクソフォーン３重奏

パッション：サクソフォーン三重奏

滋賀県立   国際情報高等学校

高橋伸哉作曲

  28 クラリネット５重奏

上海スクエア

滋賀県立   八幡高等学校

新井千悦子作曲

  29 クラリネット６重奏

光と風の空谷

   光泉カトリック高等学校

中川 峻彰作曲

  30 管打５重奏

春の扉

滋賀県立   守山北高等学校

山下祐加作曲

  31 サクソフォーン８重奏

ラ・セーヌ

   立命館守山高等学校

真島俊夫作曲

  32 金管４重奏

時の翼

   滋賀短期大学附属高等学校

広瀬勇人作曲
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  1 バリ・チューバ４重奏

芝居小屋のある風景

   谺

福島弘和作曲

  2 トロンボーン３重奏

スターライト・ハイウェイ

   アカデミックウインドオーケストラ

成田勤作曲

  3 木管５重奏

組曲『ルネ王の暖炉』

   Pono Quintet

D. ミヨー作曲

  4 サクソフォーン４重奏

琉球幻想曲　サクソフォーン四重奏のために

   サックスアンサンブル・レネット

伊藤康英作曲

  5 管楽７重奏

三日月のシャンソン

   レイクサイドウインドオーケストラ

福田洋介作曲

  6 金管４重奏

名もなき詩

   スカーレット・ウインド・オーケストラ

広瀬勇人作曲

  7 木管５重奏

コッツウォルズの風景

   平津アンサンブル

広瀬勇人作曲

  8 金管８重奏

選ばれた場所

   アポロークブラス

福島弘和作曲

  1 管打８重奏

アドヴェント・シリカ

滋賀県立大学

J. グラステイル作曲

  2 サクソフォーン４重奏

イマージュ〜サクソフォーン四重奏のために〜

滋賀大学

正門研一作曲

  3 サクソフォーン３重奏

ガラスの香り

   びわこ学院大学

福田洋介作曲

大学・職場・一般の部 ２０２１年１月１７日（日）守山市民ホール
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  9 サクソフォーン４重奏

陽炎の舞踏

   めろーくゎるてっと

八木澤教司作曲

  10 クラリネット６重奏

弦楽セレナーデより第一楽章

   日野ウインドアンサンブル

A. ドヴォルザーク作曲　鈴木栄一編曲

  11 木管３重奏

木管三重奏のためのフモレスケ

   大津吹奏楽団

田村修平作曲

  12 金管６重奏

パントマイム

   草津吹奏楽団

D. ウーバー作曲

  13 バリ・チューバ３重奏

観世水

   バリ・テューバアンサンブル “F-clef”

近藤礼隆作曲

  14 トロンボーン４重奏

ゴスペル・タイム

   SLIDERS UNIT

J. アグレル作曲

  15 金管５重奏

さくらのうた

   野洲吹奏楽団

福田洋介作曲
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