
2020
ALL SHIGA ENSEMBLE CONTEST

第 49 回　滋賀県アンサンブルコンテスト

中学校の部　地区予選

2020 年 12 月 25 日 ( 金 ) 南部地区大会 ( 大津市民会館 )

　　　   12 月 25 日 ( 金 ) 中部地区大会 ( 守山市民ホール )

　　　   12 月 26 日 ( 土 ) 北部地区大会 ( ひこね市文化プラザ )

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



北部地区大会 　 12 月 26 日 ( 土 )　　13:00 開演

・伊藤　咲代子（Cl.　フリーランス）

・中路　友恵     （Per.　相愛大学）

・平野　正信　 （Tb.　元関西フィルハーモニー管弦楽団）

中部地区大会　12 月 25 日 ( 金 )　13:00 開演

・畑中　明香    （Per.　相愛大学）

・前田　幸弘    （Sax.　ミ・ベモル　サクソフォンアンサンブル）

・吉野　竜城    （Tu.　関西フィルハーモニー管弦楽団）

南部地区大会 　12 月 25 日 ( 金 )　13:00 開演 

・古賀　喜比古 （Cl.　Osaka Shion Wind Orchestra）

・中路　友恵    （Per.　アンサンブル kitomm）

・西川　綾子    （Tp.　大阪音楽大学）

●審 査 員● ( 敬称略）

ひこね市文化プラザ

守山市民ホール

大津市民会館



№ 学　　校　　名 本番 № 学  校  名 本番 № 学　　校　　名 本番

1 大津市立真野中学校 13:00 1 立命館守山中学校 13:00 1 東近江市立玉園中学校 11:00

2 比叡山中学校 13:07 2 守山市立守山中学校 13:06 2 彦根市立西中学校 11:06

3 大津市立仰木中学校 13:14 3 甲賀市立城山中学校 13:12 3 長浜市立南中学校 11:12

4 大津市立石山中学校 13:21 4 滋賀県立水口東中学校 13:18 4 彦根市立彦根中学校 11:18

5 大津市立唐崎中学校 13:28 5 栗東市立葉山中学校 13:24 5 甲良町立甲良中学校 11:24

6 草津市立玉川中学校 13:35 6 湖南市立石部中学校 13:30 6 長浜市立高月中学校 11:30

7 草津市立草津中学校 13:42 7 野洲市立野洲中学校 13:36 7 多賀町立多賀中学校 11:36

8 大津市立堅田中学校 13:49 8 甲賀市立水口中学校 13:42 8 長浜市立浅井中学校 11:42

9 大津市立日吉中学校 13:56 9 滋賀県立守山中学校 13:48 9 滋賀県立河瀬中学校 11:48

10 甲賀市立土山中学校 13:54

10 大津市立志賀中学校 14:16 10 東近江市立聖徳中学校 13:00

11 大津市立田上中学校 14:23 11 日野町立日野中学校 14:14 11 東近江市立船岡中学校 13:06

12 大津市立打出中学校 14:30 12 野洲市立野洲北中学校 14:20 12 東近江市立能登川中学校 13:12

13 草津市立高穂中学校 14:37 13 甲賀市立信楽中学校 14:26 13 彦根市立稲枝中学校 13:18

14 大津市立青山中学校 14:44 14 栗東市立栗東西中学校 14:32 14 愛荘町立秦荘中学校 13:24

15 草津市立新堂中学校 14:51 15 甲賀市立甲南中学校 14:38 15 東近江市立愛東中学校 13:30

16 大津市立南郷中学校 14:58 16 栗東市立栗東中学校 14:44 16 東近江市立朝桜中学校 13:36

17 大津市立北大路中学校 15:05 17 近江八幡市立八幡西中学校 14:50 17 東近江市立五個荘中学校 13:42

18 野洲市立中主中学校 14:56

18 草津市立松原中学校 15:25 19 守山市立守山南中学校 15:02 18 彦根市立鳥居本中学校 14:02

19 滋賀大学教育学部附属中学校 15:32 20 湖南市立甲西中学校 15:08 19 彦根市立南中学校 14:08

20 光泉カトリック中学校 15:39 20 豊郷町立豊日中学校 14:14

21 草津市立老上中学校 15:46 21 近江八幡市立八幡東中学校 15:28 21 愛荘町立愛知中学校 14:20

22 大津市立粟津中学校 15:53 22 竜王町立竜王中学校 15:34 22 彦根市立中央中学校 14:26

23 大津市立瀬田中学校 16:00 23 守山市立守山北中学校 15:40 23 米原市立双葉中学校 14:32

24 大津市立皇子山中学校 16:07 24 守山市立明富中学校 15:46 24 長浜市立西中学校 14:38

25 大津市立瀨田北中学校 16:14 25 近江兄弟社中学校 15:52 25 彦根市立東中学校 14:44

26 近江八幡市立安土中学校 15:58

27 湖南市立甲西北中学校 16:04

28 甲賀市立甲賀中学校 16:10

29 湖南市立日枝中学校 16:16

審査の結果は、準備が整いしだい、ホームページで発表します。

南部地区（25日） 中部地区（25日） 北部地区（26日）

各参加校の演奏予定時刻
※運営上、多少の前後があることをご了解ください。

休　憩　　　換　気

休　憩　　　換　気

休　憩　　　換　気

休　憩　　　換　気

休　憩　　　換　気

休　憩　　　換　気



 1 管打８重奏

果てない空への冒険

大津市立   真野中学校

M. ゴールドマン作曲

 2 管打４重奏

昼下がりの庭で

比叡山中学校

下田和輝作曲

 3 木管８重奏

風変わりな美女より　Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ

大津市立   仰木中学校

E. サティ作曲　黒川圭一編曲

 4 木管３重奏

ひまわりの大地　ロシア民謡メドレー

大津市立   石山中学校

ロシア民謡　黒川圭一編曲

 5 金管５重奏

いさり火の歌

大津市立   唐崎中学校

福田洋介作曲

 6 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

 7 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

 8 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

 9 大津市立   日吉中学校

石毛里佳作曲

 10

 11 大津市立   田上中学校

下田和輝作曲

 12

木管３重奏

長月絵巻

打楽器４重奏

花回廊／風龍

管打４重奏

昼下がりの庭で

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

第４９回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部　南部地区大会
２０２０年１２月２５日（金）大津市民会館

大津市立   志賀中学校

山澤洋之作曲



 14 大津市立   青山中学校

M. ゴールドマン作曲

 15 草津市立   新堂中学校

戸田顕作曲

 16 大津市立   南郷中学校

高橋宏樹作曲

 17 大津市立   北大路中学校

G. ホルスト作曲　山本教生編曲

 18 草津市立   松原中学校

石毛里佳作曲

 19 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

 20 光泉カトリック中学校

下田和輝作曲

 21 草津市立   老上中学校

八木澤教司作曲

 22 大津市立   粟津中学校

F. レハール作曲　鈴木英史編曲

 23 大津市立   瀬田中学校

八木澤教司作曲

 24

 25

谷高美紀作曲

 13 クラリネット５重奏

クラリネット・ファイブ

金管５重奏

グリーン・アベンチュリン

サクソフォーン４重奏

サクソフォーン・バスカーズ

サクソフォーン４重奏

グリムの古城

管打８重奏

ムーアサイド組曲よりⅠ、Ⅲ

打楽器３重奏

夢幻

クラリネット５重奏

波影

管打４重奏

昼下がりの庭で

クラリネット４重奏

お団子ヘアの女の子

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

サクソフォーン４重奏

アリオンの琴歌

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」

サクソフォーン５重奏

出航の朝

草津市立   高穂中学校

白川毅夫作曲

プログラム ２０２０年１２月２５日（金）大津市民会館

大津市立   皇子山中学校

髙橋宏樹作曲



 1 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

 2 クラリネット４重奏

4 本のクラリネットのための くまさん変奏曲より
  　　　　　　　テーマ、2 昔ばなし、7 麦ふみ唄、神楽舞とゴーダ

守山市立   守山中学校

永井 彰作曲

 3 打楽器３重奏

打楽器三重奏のための「舞のある風景 2020」

甲賀市立   城山中学校

杉山義隆作曲

 4 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

 5 管打６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

栗東市立   葉山中学校

高橋宏樹編曲

 6 管打６重奏

３つの花

湖南市立   石部中学校

福田洋介作曲

 7 サクソフォーン４重奏

陽炎の舞踏

野洲市立   野洲中学校

八木澤教司作曲

 8 管打８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

甲賀市立   甲賀市立水口中学校

櫛田胅之扶作曲

 9 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

 10 管打６重奏

３つの花

甲賀市立   土山中学校

福田洋介作曲

 11 管楽５重奏

テレプシコーレ舞曲集

日野町立   日野中学校

M. プレトリウス作曲　水口透編曲

 12 金管４重奏

Cobalt Blue ～未来の空～

野洲市立   野洲北中学校

M. ゴールドマン作曲

第４９回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部　中部地区大会
２０２０年１２月２５日（金）守山市民ホール



 14 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

 15 クラリネット４重奏

三つの嬉遊曲

甲賀市立   甲南中学校吹奏楽部

H. トマジ作曲

 16 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

 17 管楽７重奏

「スラブ舞曲」より

近江八幡市立   八幡西中学校

A. ドボルザーク作曲　高橋宏樹編曲

 18 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

 19 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

 20 木管５重奏

PULSE

湖南市立   甲西中学校

松下倫士作曲

 21 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

 22 金管４重奏

名もなき詩

竜王町立   竜王中学校

広瀬勇人作曲

 23 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

 24 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

 25 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

 13 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

プログラム ２０２０年１２月２５日（金）守山市民ホール



 27 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

 28 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

 29 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

プログラム ２０２０年１２月２５日（金）守山市民ホール

 26 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



 1 管打６重奏

３つの花

東近江市立   玉園中学校

福田 洋介作曲

 2 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

 3 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

 4 サクソフォーン４重奏

森のカルテット

彦根市立   彦根中学校

広瀬勇人作曲

 5 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

 6 管楽８重奏

てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～

長浜市立   高月中学校

福島弘和作曲

 7 木管３重奏

ユイマール

多賀町立   多賀中学校

広瀬勇人作曲

 8 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

 9 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

 10 金管８重奏

伴天連〈BATEREN〉

東近江市立   聖徳中学校

高橋宏樹作曲

 11 管打８重奏

マカーム・ダンス

東近江市立   船岡中学校

片岡寛晶作曲

 12 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

第４９回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部　北部地区大会
２０２０年１２月２６日（土）ひこね市文化プラザ



 14 打楽器３重奏

舞姫

愛荘町立   秦荘中学校

嶋崎雄斗作曲

プログラム ２０２０年１２月２６日（土）ひこね市文化プラザ

 15 金管５重奏

スザート舞曲

東近江市立   愛東中学校

T. スザート作曲　白岩優拓編曲

 16 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

 17 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

 18 木管４重奏

道

彦根市立   鳥居本中学校

山下祐加作曲

 19 クラリネット３重奏

「3 つの魔法」Ⅰ . 風の魔法　Ⅱ . 海の魔法　Ⅲ . 月の魔法

彦根市立   南中学校

高橋宏樹作曲

 20 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

 21 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

 22 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

 23 打楽器４重奏

エオリアン・カルテット

米原市立   双葉中学校

金田真一作曲

 24 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

 25 金管５重奏

いさり火の歌

彦根市立   東中学校

福田洋介作曲

 13 クラリネット３重奏

３つの魔法

彦根市立   稲枝中学校

髙橋宏樹作曲



1．日 時 2021年 1月16日 (土) 中学校の部
1月17日 (日) 小学生の部 高等学校の部 大学の部 職場一般の部

2．会 場 守山市民ホール
3．入場券 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無観客とします

当日、限定ライブビューイングを実施します
4．主 催 滋賀県吹奏楽連盟 朝日新聞社
5．後 援 滋賀県教育委員会 守山市教育委員会

1．日 時 2021年 2月11日 (祝) 前半 小学生の部 中学校の部
後半 高等学校の部 大学の部 職場一般の部

2．会 場 京都コンサートホール
3．入場券 今回は新型コロナウィルス感染防止等、諸般の事情により無観客で実施します。
4．主 催 関西吹奏楽連盟 朝日新聞社 京都市
5．後 援 京都府教育委員会 京都市教育委員会 滋賀県教育委員会 奈良県教育委員会

和歌山県教育委員会 兵庫県教育委員会 

1．日 時 2021年 2月7日 (日) 3ブロック入れ替え制

2．会 場 尼崎市総合文化センター あましんアルカイックホール
3．入場券 1500円（ただし、出演団体関係者のみの販売で指定席とします）
4．主 催 関西吹奏楽連盟 朝日新聞社
5．後 援 京都府教育委員会 滋賀県教育委員会 奈良県教育委員会 和歌山県教育委員会

兵庫県教育委員会
6．出 演 大阪学芸高等学校、神戸市立垂水中学校、豊中市立第十三中学校、

奈良県立郡山高等学校、芦屋市立潮見中学校、河合町立河合第二中学校、
常翔学園高等学校、姫路市立飾磨東中学校、近江高等学校、京都橘高等学校、
京都両洋高等学校、大阪市立文の里中学校、宇治市立東宇治中学校、
滋賀県立河瀬高等学校、神戸市立兵庫中学校、王子町立王子中学校、
武庫川女子大学附属中・高校、京都市立修学院中学校、和歌山県立星林高等学校、
早稲田摂陵高等学校、尼崎市立尼崎双星高等学校、宇治市立宇治中学校、
神戸市立多聞東中学校、滋賀県立水口東中学・高等学校、神戸市立塩屋中学校、
宇陀市立榛原中学校、高砂市立荒井中学校、滋賀県立甲西高等学校、
神戸市立玉津中学校、東海大学付属大阪仰星高等学校、滝川第二高等学校

第49回　滋賀県アンサンブルコンテスト

第47回　関西アンサンブルコンテスト

第23回　関西ステージマーチングフェスティバル

Aブロック 10：30  Bブロック12：30  Cブロック 14：30



 


