
　2021年 12月 24日 ( 金 ) 中部地区大会 (守山市民ホール )
	 	 		12 月 26日 ( 日 ) 北部地区大会 (ひこね市文化プラザ )
　　　						12 月 27日 ( 月 ) 南部地区大会 (大津市民会館 )

	 	 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

ALL SHIGA ENSEMBLE CONTEST
第 50回　滋賀県アンサンブルコンテスト

中学校　地区大会

2021



審査員（敬称略）

北部地区大会	（26日）
	 伊藤	咲代子	（クラリネット）
	 中路	友恵	 （打楽器）	
	 平野	正信	 （トロンボーン）

中部地区大会（24日）	
	 畑中	明香	 （打楽器）
	 前田	幸弘	 （サクソフォン）
	 吉野	竜城	 （テューバ）

南部地区大会
	 竹林	秀憲	 （フルート）
	 中路	友恵	 （打楽器）
	 平野	正信（トロンボーン）

ご　あ　い　さ　つ

本日はアンサンブルコンテストに御来場いただき誠にありがとうございます。こ
の大会は３名から８名までの少人数グループが５分以内の曲を演奏し、審査を受
ける大会です。アンサンブルは一人ひとりの音楽表現が大切であり、アンサンブ
ルに取り組むことにより楽曲の理解や演奏技能の向上に大きな効果があると思
われます。自己の実力を十分に発揮して質の良い演奏を期待しています。最後に、
すでにご存じの方もおられるかと思いますが本年１０月に名古屋で開催された
全日本吹奏楽コンクールの中学校の部において九州代表のある中学校は部員が
１０余名であるにもかかわらず見事に全国大会に出場を果たし、立派に演奏を披
露しました。九州大会では一人ひとりの部員の音楽を心から楽しむ姿と豊かな表
現力が絶賛されたと聞きます。今回のアンサンブルコンテストでもそうした演奏
を心から期待しています。みなさん頑張ってください。
　２０２２年１月　　滋賀県吹奏楽連盟　会長　辰巳　晴生
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		1 管打７重奏

ゆめのかけら

近江八幡市立			八幡東中学校

広瀬　勇人作曲

		2 管打５重奏

ふたつの伝承歌

甲賀市立			土山中学校

高橋　宏樹作曲

		3 管楽４重奏

森のカルテット

湖南市立			石部中学校

広瀬　勇人作曲

		4 サクソフォーン４重奏

グリムの古城

守山市立			守山北中学校

高橋　宏樹作曲

		5 金管５重奏

「１２の小品」よりⅠ、Ⅹ、XI

甲賀市立			甲南中学校

L. マウラー作曲

		6 サクソフォーン４重奏

湖に落ちるヒカリ

野洲市立			野洲北中学校

郷間　幹男作曲

		7 木管８重奏

鬼姫〜ある美しき幻影

野洲市立			野洲中学校

田村　修平作曲

		8 打楽器３重奏

フォレスト・エコーズ

近江八幡市立			安土中学校

加藤　大輝作曲

		9 管打７重奏

フォスター・ソング・ファンタジー

甲賀市立			甲賀中学校

S. フォスター作曲　後藤　洋編曲

		10 管楽８重奏

比翼の鳥

守山市立			守山南中学校

中村　匡寿作曲

第 50回滋賀県アンサンブルコンテスト	
中学校　中部地区大会
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		11 木管８重奏

ブエノスアイレスの春

栗東市立			栗東西中学校

A. ピアソラ作曲　M. ゴールドマン編曲



		14 木管５重奏

アリランと赤とんぼ

竜王町立			竜王中学校

朝鮮民謡・山田耕筰　作曲高　昌帥編曲

		15 金管４重奏

時の翼

栗東市立			葉山中学校

広瀬　勇人作曲

		16 管打３重奏

ユイマール

湖南市立			日枝中学校

広瀬　勇人作曲

		17 木管６重奏

小さな楽団のための組曲　第二番

近江八幡市立			八幡西中学校

高橋　宏樹作曲

		18 打楽器３重奏

雅〜３人のマリンバ奏者のための

甲賀市立			信楽中学校

片岡　寛晶作曲

		19 打楽器３重奏

エオリアン・トリオ

私立			近江兄弟社中学校

金田　真一作曲

		20 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

		21 管楽６重奏

５つの宮廷舞曲より　王のイントラーダ　スコットランド舞曲　
コランタ　アルマンド

湖南市立			甲西北中学校

W.ブレイド作曲　小野寺　真編曲

		22 管打６重奏

春の扉

野洲市立			中主中学校

山下　祐加作曲

		12 木管５重奏

コッツウォルズの風景

湖南市立			甲西中学校

広瀬　勇人作曲

		13 木管８重奏

哀歌　〜「佐渡情話」の物語によるバラード

私立			立命館守山中学校

松下　倫士作曲

		23 金管５重奏

いさり火の歌

滋賀県立			水口東中学校

福田　洋介作曲
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		27 金管８重奏

金管八重奏のためのラファーガ

甲賀市立			水口中学校

河合　和貴作曲

		28 サクソフォーン４重奏

アリオンの琴歌

滋賀県立			守山中学校

八木澤　教司作曲

		29 打楽器３重奏

三つの朝の情景

甲賀市立			城山中学校

山里　佐和子作曲

		24 木管３重奏

ユイマール

日野町立			日野中学校

広瀬　勇人作曲

		25 木管８重奏

夢のあしあと

守山市立			明富中学校

石毛　里佳作曲

		26 打楽器５重奏

ロスト・クリスタル

守山市立			守山中学校

嶋崎　雄斗作曲
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		1 管楽５重奏

トリッチ・トラッチ・ポルカ

彦根市立			西中学校

J. シュトラウスⅡ作曲　白岩　優拓編曲

		2 管打７重奏

マカーム・ダンス

長浜市立			東中学校

片岡　寛晶作曲

		3 管楽７重奏

イントラーダⅡ

滋賀県立			河瀬中学校

八木澤　教司作曲

		4 木管５重奏

パルス

長浜市立			高月中学校

松下　倫士作曲

		5 木管３重奏

駅猫 diary

愛荘町立			秦荘中学校

宮川　成治作曲

		6 管楽８重奏

フラワー・クラウン

米原市立			柏原中学校

和田　直也作曲

		7 木管４重奏

フォルモサの風

長浜市立			北中学校

朴　守賢作曲

		8 打楽器３重奏

エオリアン・トリオ

彦根市立			彦根中学校

金田　真一作曲

		9 木管４重奏

ラノベ・ファンタジア

長浜市立			西中学校

宮川　成治作曲

		10 打楽器３重奏

エオリアン・トリオ

東近江市立			船岡中学校

金田　真一作曲

		11 サクソフォーン４重奏

陽炎の舞踏

東近江市立			聖徳中学校

八木澤　教司作曲

第 50回滋賀県アンサンブルコンテスト	
中学校北部地区大会

5

令和 3年 12月 26日 ( 日 )　　ひこね市文化プラザ



  14 管打８重奏

小さな楽団のための組曲

彦根市立   中央中学校

高橋　宏樹作曲

  15 金管６重奏

シャルトリューズ・グリーン・エアー

東近江市立   湖東中学校

M. ゴールドマン作曲

  16 金管６重奏

あの坂の向こう

東近江市立   能登川中学校

広瀬　勇人作曲

  17 管打８重奏

ドリーム・ガールズ

彦根市立   鳥居本中学校

H. クリーガー作曲　和田　直也編曲

  18 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

  19 木管５重奏

コッツウォルズの風景

東近江市立   愛東中学校

広瀬　勇人作曲

  20 木管３重奏

落ち葉の舞う季節

東近江市立   玉園中学校

渡部　哲哉作曲

  21 打楽器５重奏

ロスト・クリスタル

彦根市立   南中学校

嶋崎　雄斗作曲

  22 打楽器３重奏

河は流れ、松そびゆ。樫がその実を大きくするまで

東近江市立   五個荘中学校

山澤　洋之作曲

  23 打楽器５重奏

アンティーク・クロッシェ

米原市立   双葉中学校

加藤　大輝作曲

  12 打楽器５重奏

蟲の聲

彦根市立   東中学校

濱口　大弥作曲

  13 管楽７重奏

展覧会の絵

長浜市立   南中学校

M. ムソルグスキー作曲　鹿野　草平編曲
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		27 打楽器３重奏

色彩舞踊

長浜市立			浅井中学校

山澤　洋之作曲

		28 管打７重奏

「埴生の宿」による小変奏曲

多賀町立			多賀中学校

黒川　圭一作曲

		24 金管４重奏

時の翼

東近江市立			朝桜中学校

広瀬　勇人作曲

		25 木管８重奏

巡礼歌

豊郷町立			豊日中学校

松下　倫士作曲

		26 打楽器３重奏

色彩舞踊

彦根市立			稲枝中学校

山澤　洋之作曲
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きらめく瞬間を
未来に伝えたい。

と  　　 き

 好きなことをしている時、

 感激で胸がいっぱいになった時、

 誰もが、とってもいい顔をしています。

あなたの記念すべきその時を、あなたの素敵にきらめくその一瞬を、私達はのがしません。

未来に残す素敵な記念写真をお届けするために、いつもいっしょうけんめいの

大阪フォトサービスです。

株式会社大阪フォトサービス

〒 550-0023 大阪市西区千代崎２丁目２０-９
TEL. 06-6581-7005    FAX. 06-6581-7033https://www.osakaphoto.co.jp/   E-mail:sales@osakaphoto.co.jp



		1 サクソフォーン４重奏

カプリッチョ

草津市立			高穂中学校

渡部　哲哉作曲

		2 金管５重奏

グリーン・アベンチュリン

大津市立			青山中学校

M. ゴールドマン作曲

		3 金管５重奏

グリーン・アベンチュリン

私立			比叡山中学校

M. ゴールドマン作曲

		4 サクソフォーン３重奏

夏のスケッチ

草津市立			松原中学校

溝口　佳洋作曲

		5 管打６重奏

ブリリアント・ダンス

大津市立			北大路中学校

福田　洋介作曲

		6 サクソフォーン４重奏

Here

草津市立			玉川中学校

岩田　学作曲

		7 木管４重奏

湖に落ちるヒカリ

大津市立			皇子山中学校

郷間　幹男作曲

		8 金管８重奏

てぃーちてぃーる　〜沖縄民謡による〜

大津市立			瀬田中学校

福島　弘和作曲

		9 サクソフォーン３重奏

ソナタ・ヘキサグラミック

草津市立			草津中学校

日景　貴文作曲

		10 管打７重奏

未だ見ぬ景色へ続く道

大津市立			真野中学校

和田　直也作曲

		11 サクソフォーン４重奏

湖に落ちるヒカリ

大津市立			志賀中学校

郷間　幹男作曲

第 50回滋賀県アンサンブルコンテスト	
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		12 木管３重奏

マカリッシュ・ソフィア　3人のフレキシブルアンサンブルのために

大津市立			田上中学校

片岡　寛晶作曲



		14 サクソフォーン４重奏

アミューズメント・パーク組曲

大津市立			南郷中学校

高橋　宏樹作曲

		15 打楽器５重奏

「光の隙間」〜 5人の打楽器奏者のために〜

大津市立			日吉中学校

樽屋　雅徳作曲

		16 管楽８重奏

てぃーちてぃーる　〜沖縄民謡による〜

草津市立			新堂中学校

福島　弘和作曲

		17 木管８重奏

グラバーの丘

草津市立			老上中学校

阿部　勇一作曲

		18 金管４重奏

時の翼

大津市立			唐崎中学校

広瀬　勇人作曲

		19 金管７重奏

ガーゴイル

大津市立			粟津中学校

広瀬　勇人作曲

		20 管打８重奏

風の詩

大津市立			打出中学校

福島　弘和作曲

		21 サクソフォーン６重奏

ポエムとダンス

大津市立			瀬田北中学校

L. オストランスキー作曲

		22 金管７重奏

道化のカプリス

大津市立			仰木中学校

江原　大介作曲

		23 管楽４重奏

森のカルテット

大津市立			石山中学校

広瀬　勇人作曲

		24 打楽器４重奏

傀儡の匣

国立大学法人			滋賀大学附属中学校

濱口　大弥作曲

		13 クラリネット３重奏

ウェントス

大津市立			堅田中学校

石毛　里佳作曲
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・ 第50回滋賀県アンサンブルコンテスト　中学校の部
1月15日(土)

・ 第50回滋賀県アンサンブルコンテスト
小学生の部、高等学校の部、大学の部、職場一般の部

1月16日(日)

・  第４８回関西アンサンブルコンテスト 
2月11日(祝)

・ 第27回滋賀県小学生バンドフェスティバル
2月19日(土)

・  第４５回全日本アンサンブルコンテスト 
３月1９日(土)

会場

公演日

主催

後援 京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県各教育委員会

出演団体先行販売

販売開始　　２０２１年１２月２３日（木）１０：００AM

プログラム 甲西 潮見中 長田中 玉津中 文の里中 高浜小 水口東

大阪学芸 河瀬 箕面自由

大阪仰星 多聞東中 垂水中 河合第二 武庫川女子附属 北宇治中 洛南中

星林 常翔学園 王寺中 早稲田摂陵

近江 廣学館 宇治中 大庄中 兵庫中 豊中十三 荒井中

飾磨東中 尼崎双星 京都すばる 滝川第二

チケット取り扱い

e+

お問い合わせ

山形県文化芸術創造館

おしらせ

第２４回関西ステージマーチングフェスティバル

あましんアルカイックホール

２０２２年２月６日（日）　１０：３０開演　１２：３０開演　１４：３０開演　入れ替え制　

入場料金

全席指定席　￥２，０００　

※ブロックごとの入れ替え制を実施します。そのため、それぞれ入場券が必要となります。

キョードーインフォメーション　0570-200-888  (10:00～18:00)

プレイガイド

ローソンチケット

チケットぴあ

https://www.cnplayguide.com/kmf/

一般発売日

入場券の払い戻しはお断りします。

https://l-tike.com/ksmf24/      

販売終了    ２０２２年 ２月３日(木)２３：５９
一人３枚まで

２０２１年１２月１５日(水)～２２日(水)　先行販売は１階指定席に限ります。先着順で受付

※ご購入の際、プレイガイドのシステム手数料＋コンビニの発券手数料として別途330円がかかります。

第１ブロック

第２ブロック

第３ブロック

大津市民会館

守山市民ホール

守山市民ホール

橿原文化会館

https://w.pia.jp/t/ks-marching/

※パソコン又はスマートフォンで予約完了後、コンビニエンスストアで引取

※当日券は販売しません。  

CNプレイガイド

https://eplus.jp/ksmf24/

関西吹奏楽連盟・朝日新聞社






