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2016 TAMAアンサンブルフェスタ
● 開催期日

中学校の部
高等学校の部

2016 年12 月 27 日（火）
2016 年12 月 28 日（水）

● 開催会場

八王子市芸術文化会館

● 主

催

多摩音楽振興会

● 提

携

● 後

援

東京都
八王子市
八王子市教育委員会
東京都吹奏楽連盟
東邦音楽大学
洗足学園音楽大学
東京藝術大学音楽学部同声会東京支部
尚美ミュージックカレッジ専門学校

● 協

賛

株式会社下倉楽器

いちょうホール

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

株式会社全音楽譜出版社
株式会社ヤマハミュージックジャパン
株式会社ノナカ
株式会社ビュッフェ・クランポン・ジャパン
パール楽器製造株式会社

多摩音楽振興会
会
長
副 会 長
実行委員長
実行委員

運営委員

高瀬新一郎 （東京都吹奏楽連盟常任理事・東京都高等学校吹奏楽連盟副理事長）
森
厚
（国立音楽大学東京同調会理事）
高瀬新一郎 （東京都吹奏楽連盟常任理事・東京都高等学校吹奏楽連盟副理事長）
馬場 正英 （都立片倉高等学校主幹教諭，東京都吹奏楽連盟副理事長）
加島 貞夫 （東海大学菅生高等学校教頭，東京都吹奏楽連盟理事）
鏡
哲也 （明大中野八王子中学高等学校教諭，東京都高等学校吹奏楽連盟理事）
五十嵐 清 （東京都高等学校吹奏楽連盟監事）
伊藤 聡 （新八王子ウインドオーケストラ，吹奏楽指導者）
井上 昌巳 （八王子市立長房中学校主幹教諭，八王子市立中学校吹奏楽部顧問会）
玉寄 勝治 （トロンボーン奏者，明星大学学友会吹奏楽団音楽監督，羽村市教育委員会）
岩㟢 拓哉 （クラリネット奏者，吹奏楽指導者）
田戸 正彦 （都立富士森高等学校主任教諭）
福島 雄基 （テューバ奏者，吹奏楽指導者）
能登屋健太 （八王子市立椚田中学校教諭，八王子市立中学校吹奏楽部顧問部会）
五十嵐武史 （八王子市立第四中学校主任教諭，八王子市立中学校吹奏楽部顧問会）
尾花 俊矢 （打楽器奏者，吹奏楽指導者）
長谷川裕二 （明大中野八王子中学高等学校教諭）
北島 圭 （立川女子高等学校）
日下部善哉 （八王子市立松が谷中学校教諭）
澁谷 知洋 （打楽器奏者）
事務局長
有賀 康美 （吹奏楽指導者，日本吹奏楽指導者協会会員）
事務局電話番号 （042）643-6588（下倉楽器八王子店内）
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審
飯笹

浩二

査

員

（50 音順，敬称略）

（ホルン奏者，洗足学園音楽大学教授）

池田英三子

（トランペット奏者，埼玉大学教育学部講師，尚美ミュージックカレッジ専門学校講師，埼玉県立松伏高等学校音楽科講師）

海野

匡代

（トランペット奏者，東京ブラスソサエティ，ヤマハ管楽器インストラクター，洗足学園音楽大学講師）

奥村

晃

（トロンボーン奏者，新日本フィルハーモニー交響楽団，尚美ミュージックカレッジ専門学校講師）

加古

勉

（トランペット奏者，東邦音楽大学・大学院教授，日本トランペット協会副理事長）

金井

宏光

（サクソフォーン奏者，東京ミューズアカデミー講師，板橋区演奏者協会理事）

品川

秀世

（クラリネット奏者，広島交響楽団他，㈱ビュッフェ・クランポン・ジャパン嘱託講師）

田村

哲

（サクソフォーン奏者，ブリッツ・フィルハーモニー・ウインズ）

原

博巳

（サクソフォーン奏者，尚美ミュージックカレッジ専門学校講師）

藤田

崇文

（打楽器奏者，作・編曲家，東京音楽大学学長特任補佐，和光市民文化センター第５代館長）

益田

善太

（フルート奏者，東邦音楽大学・大学院講師，ムラマツ・フルート・レッスンセンター講師）

水越

裕二

（クラリネット奏者，ヤマハ管楽器インストラクター，新日本 BGM フィルハーモニー管弦楽団）

渡部

亨

（フルート奏者，洗足学園音楽大学・大学院教授）

運営協力校
明治大学付属中野八王子中学高等学校，八王子学園八王子高等学校
帝京大学高等学校，東海大学菅生高等学校
都立富士森高等学校，都立翔陽高等学校
聖ヶ丘高等学校，都立上水高等学校

2017 TAMAアンサンブルフェスタ
開催のお知らせ
※

来年度の TAMA アンサンブルフェスタは，2017 年12 月 26 日
（火）
，27 日
（水）
，八王子
市芸術文化会館いちょうホールにて開催予定です。
出場お申し込みは，本年同様インターネット上のみの受付（下倉楽器ホームページよりリン
ク予定）となります。今年度の出場団体も含めて事務局から開催の通知はいたしませんので十
分お気を付けください。募集要項は，９月上旬からホームページ上に掲載する予定です。

お問い合わせ：多摩音楽振興会・事務局

Email: hbc24060@leaf.odn.ne.jp
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進

行 予 定

中 学 校 の 部

──────

12 月 27 日（火）

──────

大 ホ ー ル

小 ホ ー ル
No.1 〜 16 演奏

19:45 − 11:12

No.1 〜 11 演奏

19:30 − 10:47

休憩（20 分）

11:12 − 11:32

休憩（20 分）

10:47 − 11:07

No.17 〜 34 演奏

11:32 − 13:10

No.12 〜 26 演奏

11:07 − 12:52

昼食休憩（45 分）

13:10 − 13:55

昼食休憩（43 分）

12:52 − 13:35

No.35 〜 52 演奏

13:55 − 15:33

No.27 〜 41 演奏

13:35 − 15:20

休憩（20 分）

15:33 − 15:53

休憩（20 分）

15:20 − 15:40

No.53 〜 70 演奏

15:53 − 17:31

No.42 〜 57 演奏

15:40 − 17:32

成績発表・表彰

（すべて大ホール）
（小ホール 1 〜 30 番，大ホール 1 〜 24 番）
13:00 − 13:20
（小ホール 31 〜 70 番，大ホール 25 〜 57 番
17:50 − 18:30
  全体講評，各賞発表）

──────

高 等 学 校 の 部

12 月 28 日（水）

──────

大 ホ ー ル

小 ホ ー ル
No.1 〜 19 演奏

19:00 − 10:44

No.1 〜 14 演奏

19:05 − 10:55

休憩（15 分）

10:44 − 10:59

休憩（15 分）

10:55 − 11:10

No.20 〜 37 演奏

10:59 − 12:38

No.15 〜 27 演奏

11:10 − 12:52

昼食休憩（37 分）

12:38 − 13:15

昼食休憩（38 分）

12:52 − 13:30

No.38 〜 57 演奏

13:15 − 15:05

No.28 〜 44 演奏

13:30 − 15:03
15:03 − 15:18

休憩（15 分）

15:05 − 15:20

休憩（15 分）

No.58 〜 76 演奏

15:20 − 17:04

No.45 〜 62 演奏

15:18 − 16:57

休憩（15 分）

17:04 − 17:19

休憩（15 分）

16:57 − 17:12

No.77 〜 96 演奏

17:19 − 19:09

No.63 〜 80 演奏

17:12 − 18:51

成績発表・表彰

（すべて大ホール）
（小ホール 1 〜 37 番，大ホール 1 〜 27 番） 13:10 − 13:25
（小ホール 38 〜 96 番，大ホール 28 〜 80 番 19:20 − 19:50
全体講評，各賞発表）

※ 成績発表・表彰式の時間は目安です。準備が整い次第開始します。
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《 中 学 校 の 部 小ホール 》
1. 武蔵村山市立小中一貫校村山学園

12 月 2 7 日（火）

フルート三重奏

月明かりの照らす３つの風景…………………………………………………………………高橋宏樹作曲

2. 出場辞退

3. 墨田区立桜堤中学校

フルート四重奏

フィオリトゥーラ……………………………………………………………………………八木澤教司作曲

4. 足立区立第四中学校

サクソフォーン三重奏

カプリッチョ……………………………………………………………………………………渡部哲哉作曲

5. 青梅市立吹上中学校

クラリネット三重奏

蛇儀礼……………………………………………………………………………………………尾崎一成作曲

6. 江戸川区立松江第一中学校

クラリネット三重奏

ニューベリー・ストリート……………………………………………………………………広瀬勇人作曲

7. 三田国際中学校

クラリネット四重奏

お団子ヘアの女の子…………………………………………………………………………八木澤教司作曲

8. 横浜市立鴨居中学校

クラリネット四重奏

バード・ウォッチング…………………………………………………………………… M. ヘンリー作曲

9. 都立大泉高等学校附属中学校

クラリネット五重奏

クラリネット・バスカーズ……………………………………………………………………戸田

10. 葛飾区立水元中学校

クラリネット五重奏

喜歌劇「こうもり」セレクション………………………………………………

11. 日野市立日野第二中学校

J, シュトラウスⅡ作曲
鈴木英史編曲

クラリネット六重奏

あやつり人形の葬送行進曲…………………………………………………………………

12. 相模女子大学中学部

木管四重奏

３つのラテン・ダンス………………………………………………………………

13. 八王子市立第四中学校

木管五重奏

歌劇「魔笛」より…………………………………………………………………

14. 町田市立鶴川中学校

木管五重奏

トリッチ・トラッチ・ポルカ……………………………………………………
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顕作曲

C. グノー作曲
森田一浩編曲

P. ヒケティック作曲
尾形 誠編曲

W.A. モーツァルト作曲
山本教生編曲
J. シュトラウスⅡ作曲
白岩優拓編曲

15. 目黒区立第九中学校

木管五重奏

「弦楽四重奏曲第２番」より

Ⅰ… ……………………………………………………

16. 足立区立東綾瀬中学校

A. ボロディン作曲
明村健太郎編曲

木管五重奏

ブリリアント・ダンス…………………………………………………………………………福田洋介作曲

17. 相模原市立上溝中学校

木管六重奏

性格的な舞曲……………………………………………………………………

18. 杉並区立松溪中学校

P.I. チャイコフスキー作曲
山本教生編曲

木管六重奏

ブリリアント・ダンス…………………………………………………………………………福田洋介作曲

19. 青梅市立泉中学校
「スカラムーシュ」より

木管七重奏
Ⅱ，Ⅲ… …………………………………………………………

20. 世田谷区立喜多見中学校

木管七重奏

夏の夜に水上で歌われる２つの歌……………………………………………

21. 八王子市立椚田中学校

D. ミヨー作曲
黒川圭一編曲

F.T.A. ディーリアス作曲
山本教生編曲

木管八重奏

イントラーダⅡ………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

22. 帝京大学中学校

木管八重奏

スルピリド………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

23. 八王子市立みなみ野中学校

木管八重奏

ワルツとロマンス……………………………………………………………………

24. 明治大学付属中野八王子中学校
鬼姫

S. ラフマニノフ作曲
山本教生編曲

木管八重奏

－ある美しき幻影－……………………………………………………………………田村修平作曲

25. 昭島市立清泉中学校
「弦楽セレナーデ」より

木管八重奏
Ⅱ. ワルツ

26. 福生市立福生第一中学校

Ⅳ. フィナーレ… ……………………

P.I. チャイコフスキー作曲
宮川成治編曲

木管八重奏

スルピリド………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

27. 相模原市立谷口中学校

木管八重奏

土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲……………………………………………松下倫士作曲

28. 瑞穂町立瑞穂中学校

木管八重奏

土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲……………………………………………松下倫士作曲
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29. 調布市立第三中学校
てぃーちてぃーる

木管八重奏

～沖縄民謡による～……………………………………………………福島弘和作曲

30. 小平市立小平第三中学校

木管八重奏

月に寄せる哀歌～………………………………………………………………………………松下倫士作曲

31. 中野区立北中野中学校

木管八重奏

パガニーニの主題による狂詩曲……………………………………………………

32. 洗足学園中学校
「幻想小曲集」より

木管八重奏
ミニヨン，祭りで… ………………………………………………

33. 大田区立大森第三中学校
哀歌

S. ラフマニノフ作曲
吉田 亘編曲

N.W. ガーデ作曲
山本教生編曲

木管八重奏

～「佐渡情話」の物語によるバラード………………………………………………松下倫士作曲

34. 墨田区立本所中学校

木管八重奏

「組曲 ト長調」より Ⅱ . アリア…………………………………………………………

35. 杉並区立東原中学校
「トリオ・ソナタ」第３番より

36. 町田市立小山中学校

O. レスピーギ作曲
山本教生編曲

管楽三重奏
Ⅰ… …………………………………………………… J.S. バッハ作曲

管楽五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

37. 東大和市立第五中学校

管楽五重奏

ブリリアント・ダンス…………………………………………………………………………福田洋介作曲

38. 八王子市立由井中学校

管楽七重奏

ロマネスク組曲…………………………………………………………………………………福田洋介作曲

39. 桜美林中学校

管楽七重奏

テルプシコーレ舞曲集………………………………………………………………

40. 青梅市立第一中学校

M. プレトリウス作曲
水口 透編曲

管楽七重奏

ウォルタイム・ライン…………………………………………………………………………高橋宏樹編曲

41. 日野市立日野第四中学校

管楽八重奏

ブエノスアイレスの春………………………………………………………………

42. 立川市立立川第二中学校

A. ピアソラ作曲
M. ゴールドマン編曲

管楽八重奏

てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～………………………………………………………福島弘和作曲
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43. 日野市立三沢中学校

管楽八重奏

てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～………………………………………………………福島弘和作曲

44. 練馬区立大泉西中学校

管楽八重奏

イントラーダⅡ………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

45. 青山学院中等部
歌劇「カルメン」より

管楽九重奏
ジプシーの踊り…………………………………………………

46. 昭和女子大学附属昭和中学校

G. ビゼー作曲
西條太貴編曲

金管三重奏

トリオ・シャンソネット………………………………………………………………………福田洋介作曲

47. 多摩大学附属聖ヶ丘中学校

金管四重奏

なぞのたからばこ………………………………………………………………………………石毛里佳作曲

48. 宝仙学園中学校

金管四重奏

フォルモサの風…………………………………………………………………………………朴

49. 城北中学校

守賢作曲

金管四重奏

少年の夢…………………………………………………………………………………………前田昂人作曲

50. 都立南多摩中等教育学校

金管五重奏

ルネサンス・ダンス……………………………………………………………………………福田洋介作曲

51. 八王子市立由木中学校

金管五重奏

スザート舞曲………………………………………………………………………………

52. 国分寺市立第三中学校

金管五重奏

「カプリオール組曲」より… …………………………………………………………

53. 調布市立調布中学校

T. スザート作曲
白岩優拓編曲

P. ウォーロック作曲
山本教生編曲

金管五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

54. 日本大学豊山中学校
「金管五重奏曲第１番」より

55. 八王子市立長房中学校

金管五重奏
Ⅲ… ……………………………………………………… V. エワルド作曲

金管六重奏

「６つのフランス民謡」第２集より… ……………………………………………………

56. 日野市立日野第三中学校

V. ダンディ作曲
川原明夫編曲

金管六重奏

金管六重奏のための組曲……………………………………………………… L. オストランスキー作曲
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57. 大妻多摩中学校

金管六重奏

ファンタジア…………………………………………………………………………………

58. 多摩市立鶴牧中学校

W. バード作曲
水口 透編曲

金管七重奏

ボン・ボヤージュ！……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

59. 小平市立小平第五中学校

金管七重奏

ボン・ボヤージュ！……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

60. 江東区立深川第三中学校

金管七重奏

ボン・ボヤージュ！……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

61. 早稲田大学系属早稲田実業学校

金管八重奏

ガーシュイン・イン・ブラス !! ２… ………………………………………………

62. 府中市立府中第九中学校
てぃーちてぃーる

G. ガーシュイン作曲
黒川圭一編曲

金管八重奏

～沖縄民謡による～……………………………………………………福島弘和作曲

63. 佼成学園中学校

金管八重奏

金管八重奏のためのファンファーレ…………………………………………………………福島弘和作曲

64. 練馬区立開進第二中学校

金管八重奏

ピーコック・ブルー……………………………………………………………………………福田洋介作曲

65. 板橋区立志村第四中学校

金管八重奏

金管八重奏のためのラファーガ………………………………………………………………河合和貴作曲

66. 品川区立荏原第五中学校

金管八重奏

金管八重奏のためのラファーガ………………………………………………………………河合和貴作曲

67. 荒川区立尾久八幡中学校

金管八重奏

ピーコック・ブルー……………………………………………………………………………福田洋介作曲

68. 江戸川区立二之江中学校

金管八重奏

黒朱鷺……………………………………………………………………………………………相馬孝洋作曲

69. 川崎市立東高津中学校

金管八重奏

コラールとトッカータ…………………………………………………………………………福島弘和作曲

70. 青梅市立第三中学校
「ロンドンの小景」より

金管十重奏
Ⅴ，Ⅵ… ……………………………………………… G. ラングフォード作曲
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《 中 学 校 の 部 大ホール 》
1. 八王子市立松が谷中学校

12 月 27 日（火）

打楽器三重奏

ケルベロス・ドラムス…………………………………………………………………………加藤大輝作曲

2. 青梅市立新町中学校
雅

打楽器三重奏

～３人のマリンバ奏者のための…………………………………………………………片岡寛晶作曲

3. 町田市立金井中学校

打楽器三重奏

エオリアン・トリオ……………………………………………………………………………金田真一作曲

4. 小平市立小平第六中学校

打楽器三重奏

月迷宮／大神……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

5. 日野市立平山中学校

打楽器四重奏

ノームの森の物語………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

6. 川崎市立高津中学校

打楽器四重奏

花回廊／風龍……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

7. 小金井市立小金井第一中学校

打楽器五重奏

「光の隙間」—５人の打楽器奏者のために… …………………………………………………樽屋雅徳作曲

8. 小平市立小平第一中学校

打楽器五重奏

雪灯籠／白虎……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

9. 連雀学園

三鷹市立第一中学校

打楽器五重奏

第２組曲…………………………………………………………………………………………金田真一作曲

10. 府中市立府中第四中学校
祝典協奏曲

打楽器八重奏

～バッハ「マイン・イエス」の主題による……………………… J. グラステイル作曲

11. 足立区立第九中学校

打楽器八重奏

ソナチネ…………………………………………………………………………………………金田真一作曲

12. 青梅市立西中学校

管打楽器五重奏

「忘れられたおとぎ話」より… ……………………………………………………

13. 八王子市立館中学校

E. マックダウェル作曲
山本教生編曲

管打楽器六重奏

波を越えてはるかに……………………………………………………………………………後藤

14. 杉並区立西宮中学校

洋作曲

管打楽器六重奏

モダン・メヌエット……………………………………………………………………………福田洋介作曲
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15.

板橋区立高島第三中学校

管打楽器六重奏

「ヴィクトリア女王と素晴らしき王国」より… ………………………………………

16.

江東区立大島中学校

A. サリヴァン作曲
山本教生編曲

管打楽器六重奏

フラワー・クラウン……………………………………………………………………………和田直也作曲

17.

八王子市立石川中学校

管打楽器七重奏

マイ・ホームタウン……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

18.

日野市立七生中学校

管打楽器七重奏

「テルプシコーレ舞曲集」より… ……………………………………………………

19.

八王子市立陵南中学校

M. プレトリウス作曲
水口 透編曲

管打楽器七重奏

ふたつの伝承歌…………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

20.

あきる野市立御堂中学校
「小さな楽団のための組曲」より

21.

福生市立福生第三中学校

管打楽器七重奏
Ⅰ . 前奏曲 Ⅲ . 行進曲… ………………………………高橋宏樹作曲

管打楽器七重奏

「ガールズ＆パンツァー組曲」より… …………………………………………………………

22.

八王子市立浅川中学校

浜口史郎作曲
辻 峰拓編曲

管打楽器七重奏

マイ・ホームタウン……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

23.

昭島市立昭和中学校
マカーム・ダンス

24.

〜７人のフレキシブル・アンサンブルのために……………………片岡寛晶作曲

羽村市立羽村第三中学校
波を超えてはるかに

25.

管打楽器七重奏

管打楽器七重奏

～吹奏楽のための祝典前奏曲～……………………………………後藤

昭島市立多摩辺中学校

管打楽器七重奏

トリッチ・トラッチ・ポルカ……………………………………………………

26.

檜原村立檜原中学校

J. シュトラウスⅡ作曲
白岩優拓編曲

管打楽器七重奏

テルプシコーレ舞曲集………………………………………………………………

27.

町田市立 つくし野中学校

M. プレトリウス作曲
水口 透編曲

管打楽器七重奏

ラ・クカラチャ…………………………………………………………………………

28.

文化学園大学杉並中学校

管打楽器七重奏

バレエ組曲「くるみ割り人形」より…………………………………………

29.

江東区立深川第二中学校

洋作曲

メキシコ民謡
いしいこうめい編曲

P.I. チャイコフスキー作曲
山本教生編曲

管打楽器七重奏

マカーム・ダンス………………………………………………………………………………片岡寛晶作曲
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30. 八王子市立ひよどり山中学校

管打楽器八重奏

バレエ音楽「青銅の騎士」より………………………………………………………

31. 町田市立堺中学校

R. グリエール作曲
武田保明編曲

管打楽器八重奏

天の剣……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

32. 八王子市立中山中学校

管打楽器八重奏

騎馬の肖像………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

33. あきる野市立増戸中学校

管打楽器八重奏

白狐囃子…………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

34. 八王子市立城山中学校
「アルルの女」第２組曲より

管打楽器八重奏
Ⅳ . ファランドール… ……………………………………

35. 昭島市立瑞雲中学校

G. ビゼー作曲
片岡寛晶編曲

管打楽器八重奏

天の剣……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

36. あきる野市立秋多中学校

管打楽器八重奏

百合は白く，そして気高く咲き………………………………………………………………山澤洋之作曲

37. 神奈川県立相模原中等教育学校

管打楽器八重奏

38. 多摩市立落合中学校

管打楽器八重奏

ルネサンス舞曲…………………………………………… J. モデルネ，作者不詳，D. オルティス作曲
矢島周司編曲

カルメンの魔力………………………………………………………………………………

39. 羽村市立羽村第一中学校

G. ビゼー作曲
伊藤康英編曲

管打楽器八重奏

セリエ・アルモニク「調和級数」………………………………………………………………天野正道作曲

40. 世田谷区立深沢中学校

管打楽器八重奏

天の剣……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

41. 品川区立戸越台中学校

管打楽器八重奏

薄暮の都市………………………………………………………………………………………星出尚志作曲

42. 広尾学園中学校

管打楽器八重奏

あかつきの舞……………………………………………………………………………………福田洋介作曲

43. 江戸川区立東葛西中学校

管打楽器八重奏

あかつきの舞……………………………………………………………………………………福田洋介作曲
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44. 杉並区立高井戸中学校

管打楽器八重奏

騎馬の肖像………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

45. あきる野市立西中学校

管打楽器九重奏

百合は白く，そして気高く咲き………………………………………………………………山澤洋之作曲

46. 瑞穂町立瑞穂第二中学校

管打楽器九重奏

「動物の謝肉祭」より，Ⅰ . 序奏と獅子王の行進

47. 東村山市立東村山第四中学校

Ⅻ . 化石… ………………

C. サン＝サーンス作曲
吉田 徹編曲

管打楽器九重奏

シング・シング・シング……………………………………………………………

48. 清瀬市立清瀬第四中学校

L. プリマ作曲
G. グッドウィン編曲

管打楽器九重奏

紫翠の木漏れ日…………………………………………………………………………………太田陽一作曲

49. 八王子市立上柚木中学校

管打楽器九重奏

春の牧歌…………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

50. 川崎市立玉川中学校

管打楽器九重奏

コタンの雪………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

51. 八王子市立横山中学校

管打楽器十重奏

ベージン・ストリート・ブルース ～ 12 番街のラグ… ………………………………

52. 昭島市立拝島中学校

L. ボウマン作曲
星野舞子編曲

管打楽器十重奏

コタンの雪………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

53. 福生市立福生第二中学校

管打楽器十重奏

コタンの雪………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

54. 青梅市立霞台中学校

管打楽器十重奏

春はまほろば…………………………………………………………………………………櫛田胅之介作曲

55. 東大和市立第一中学校

管打楽器十重奏

コタンの雪………………………………………………………………………………………福島弘和作曲

56. 青梅市立第六中学校
繚乱

管打楽器十重奏

～能「桜川」の物語によるラプソディ………………………………………………松下倫士作曲

57. 品川区立東海中学校

管打楽器十重奏

百合は白く，そして気高く咲き………………………………………………………………山澤洋之作曲
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《 高 等 学 校 の 部 小ホール 》
1. 都立八王子桑志高等学校

12 月 2 8 日（水）

管楽四重奏

ラノベ・ファンタジア…………………………………………………………………………宮川成治作曲

2. 相模女子大学高等部

管楽四重奏

薫風………………………………………………………………………………………………坂井貴祐作曲

3. 文化学園大学杉並高等学校

管楽四重奏

ラノベ・ファンタジア…………………………………………………………………………宮川成治作曲

4. 都立田無高等学校

管楽五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

5. 都立鷺宮高等学校

管楽五重奏

小さな楽団のための組曲………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

6. 成立学園高等学校

管楽六重奏

ふたつの伝承歌…………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

7. 都立葛飾野高等学校

管楽六重奏

テレプシコーレ舞曲集………………………………………………………………

8. 都立武蔵高等学校
５つのバガテル

トランペット三重奏

～トランペット三重奏のための～……………………………… P.M. デュボア作曲

9. 都立昭和高等学校
幻影Ⅱ

M. プレトリウス作曲
水口 透編曲

ホルン四重奏

～４本のホルンのために～…………………………………………………………松本倫仁作曲

10. 横浜創英中学・高等学校
「ホルン四重奏曲 変ロ長調」より

11. 都立葛飾総合高等学校

ホルン四重奏
Ⅰ………………………………………………… C. ホミリウス作曲

バリトン・テューバ五重奏

ザ・タイムス……………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

12. 日本学園高等学校

金管三重奏

金管三重奏のための小組曲「公園の一日」…………………………………………………田中久美子作曲

13. 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校

金管四重奏

森の騎士…………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

14. 三浦学園日本音楽高等学校

金管四重奏

４声のカンツォン………………………………………………………

15. 都立多摩科学技術高等学校

G. ガブリエリ作曲
P. ジョーンズ，E. ハワース編曲

金管五重奏

ローズ・ガーデン………………………………………………………………………………髙橋伸哉作曲
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16. 都立八王子東高等学校

金管五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

17. 帝京大学高等学校

金管五重奏

フレール・ジャック……………………………………………………………………

18. 桜美林高等学校

作曲者不詳
J. アイヴソン編曲

金管五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

19. 都立国立高等学校

金管五重奏

いさり火の歌……………………………………………………………………………………福田洋介作曲

20. 中央大学附属高等学校

金管五重奏

金管五重奏のための組曲…………………………………………………………………

21. 東京高等学校

E. グリーグ作曲
A. シヴィル編曲

金管五重奏

金管五重奏曲第３番……………………………………………………………………… V. エワルド作曲

22. 都立第五商業高等学校

金管六重奏

6 つのフランス民謡 第２集… ……………………………………………………………

23. 都立上水高等学校

V. ダンディ作曲
川原明夫編曲

金管六重奏

夏の丘の街………………………………………………………………………………………濱崎大吾作曲

24. 都立千早高等学校

金管六重奏

タランテラ……………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

25. 川崎市立橘高等学校

金管六重奏

タランテラ……………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

26. 明治大学付属中野八王子高等学校

フルート三重奏

フルート吹きの休日………………………………………………………………… J. カステレーデ作曲

27. 日本大学鶴ヶ丘高等学校

フルート三重奏

月明かりの照らす３つの風景…………………………………………………………………高橋宏樹作曲

28. 都立大泉高等学校

フルート三重奏

フルート三重奏曲 ニ長調作品 13 第 1 番… ………………………………………

29. 青稜中学校・高等学校

フルート三重奏

フルート三重奏曲 ニ長調作品 13 第 1 番… ………………………………………

30. 都立三田高等学校

D.F.R. クーラウ作曲
尾形 誠編曲
D.F.R. クーラウ作曲
尾形 誠編曲

フルート三重奏

バッカス…………………………………………………………………………………………山中惇史作曲

31. 三浦学園日本音楽高等学校

フルート三重奏

三重奏曲 作品 65… …………………………………………………………………… J.L. トゥルー作曲

32. 帝京大学高等学校

フルート四重奏

「フルート吹きの休日」より… ……………………………………………………… J. カステレード作曲
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33. 川崎市立橘高等学校

フルート四重奏

蒼い風……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

34. 八王子学園八王子高等学校

フルート五重奏

シンフォニエッタ 作品 75… ………………………………………………………… L. ロレンツォ作曲

35. 八王子実践高等学校

フルート五重奏

カプリチオ…………………………………………………………………………… T. ベンジャミン作曲

36. 都立小平高等学校

フルート五重奏

祈りのソネット…………………………………………………………………………………福田洋介作曲

37. 豊昭学園

フルート六重奏

天空に舞う６人の天使達………………………………………………………………………天野正道作曲

38. 都立南多摩中等教育学校

クラリネット三重奏

ウェントス………………………………………………………………………………………石毛里佳作曲

39. 神奈川県立上溝南高等学校

クラリネット三重奏

テルツェット………………………………………………………………………………… M. ポート作曲

40. 神奈川県立相模原中等教育学校

クラリネット四重奏

混色のマテリア…………………………………………………………………………………江原大介作曲

41. 都立国立高等学校

クラリネット四重奏

凍土の蒼き夜に…………………………………………………………………………………鈴木歌穂作曲

42. 明治大学付属中野八王子高等学校
コン・モート

クラリネット四重奏

～４本のクラリネットのための～…………………………………………阿部勇一作曲

43. 都立青梅総合高等学校

クラリネット四重奏

フラグメンツ……………………………………………………………………………………福島弘和作曲

44. 都立日野台高等学校

クラリネット四重奏

ディヴェルティメント……………………………………………………………………… A. ウール作曲

45. 神奈川県立相模原総合高等学校

クラリネット四重奏

ヴォイニッチ手稿………………………………………………………………………………清水大輔作曲

46. 早稲田大学高等学院

クラリネット四重奏

スリー・ラテン・ダンス…………………………………………………………… P. ヒケティック作曲

47. 都立杉並総合高等学校
「ディヴェルティメント」より

48. 横浜創学館高等学校
歌劇「魔笛」より

クラリネット四重奏
Ⅲ… ……………………………………………………… A. ウール作曲

クラリネット四重奏

４つのアリア………………………………………………
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W.A. モーツァルト作曲
福島弘和編曲

49. 都立武蔵丘高等学校

クラリネット五重奏

カレイドスコープ……………………………………………………………………… L.T. ロレンツ作曲

50. 東京高等学校

クラリネット五重奏

さくらのうた～ FIVE……………………………………………………………………………福田洋介作曲

51. 八王子実践高等学校
嵐影

クラリネット七重奏

～７人のクラリネット奏者のために～………………………………………………片岡寛晶作曲

52. 専修大学附属高等学校

クラリネット八重奏

レイン・ダンス………………………………………………………………………………新井千悦子作曲

53. 岩倉高等学校

クラリネット八重奏

ラ・セーヌ………………………………………………………………………………………真島俊夫作曲

54. 横浜創英中学・高等学校

クラリネット八重奏

タクミズ・ブギ…………………………………………………………………………… B. スターク作曲

55. 神奈川県立上溝南高等学校

サクソフォーン三重奏

エンパシー………………………………………………………………………………………清水大輔作曲

56. 神奈川県立神奈川総合高等学校

サクソフォーン三重奏

むさしのファンタジア…………………………………………………………………………三澤

57. 山梨県立塩山高等学校

慶作曲

サクソフォーン三重奏

のっぴきならない虹へ…………………………………………………………………………福島弘和作曲

58. 都立青梅総合高等学校

サクソフォーン三重奏

ガラスの香り……………………………………………………………………………………福田洋介作曲

59. 都立南平高等学校

サクソフォーン四重奏

陽炎の舞踏……………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

60. 都立立川高等学校

サクソフォーン四重奏

サクソフォーン四重奏曲……………………………………………………………… A. デザンクロ作曲

61. 都立府中東高等学校

サクソフォーン四重奏

サクソフォーン四重奏曲…………………………………………………………… F. ジャンジャン作曲

62. 錦城高等学校

サクソフォーン四重奏

サクソフォーン四重奏曲………………………………………………………………… C. パスカル作曲

63. 明星高等学校

サクソフォーン四重奏

異教徒の踊り……………………………………………………………………… P. ショルティーノ作曲

64. 都立杉並総合高等学校

サクソフォーン四重奏

陽炎の舞踏……………………………………………………………………………………八木澤敦司作曲
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65. 都立大泉高等学校

サクソフォーン四重奏

陽炎の舞踏……………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

66. 日本大学鶴ヶ丘高等学校

サクソフォーン四重奏

愁陽の路………………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

67. 豊南高等学校

サクソフォーン四重奏

「サクソフォーン四重奏曲」より

Ⅲ… ……………………………………………… A. デザンクロ作曲

68. 都立墨田川高等学校

サクソフォーン四重奏

陽炎の舞踏……………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

69. 都立葛飾総合高等学校

サクソフォーン六重奏

ブエノスアイレスの春……………………………………………………………………

70. 昭和第一学園高等学校

A. ピアソラ作曲
黒川圭一編曲

サクソフォーン五重奏

ホルベルク組曲…………………………………………………

71. 都立福生高等学校

E. グリーグ作曲
平賀美樹，塩安真衣子，木藤良朝子編曲

木管三重奏

イディール………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

72. 都立昭和高等学校

木管三重奏

詩曲Ⅱ……………………………………………………………………………………………井澗昌樹作曲

73. 昭和第一学園高等学校

木管四重奏

想い出は銀の笛…………………………………………………………………………………三浦真理作曲

74. 都立成瀬高等学校

木管五重奏

コッツウォルズの風景…………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

75. 大成高等学校

木管五重奏

バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より

76. 東海大学菅生高等学校
日本の心

Ⅳ. 美女と野獣の対話… ………………

M. ラヴェル作曲
J. リンケルマン編曲

木管五重奏

〜木管五重奏のための〜…………………………………………………………杉浦邦広編曲

77. 中央大学杉並高等学校

木管五重奏

３つの小品………………………………………………………………………………… J. イベール作曲

78. 文化学園大学杉並高等学校

木管五重奏

ディヴェルティメント……………………………………………………………………

79. 早稲田大学高等学院

J. ハイドン作曲
H. ペリー編曲

木管五重奏

ルネ王の暖炉………………………………………………………………………………… D. ミヨー作曲

80. 宝仙学園高等学校
歌劇「はかなき人生」より

木管七重奏
スペイン舞曲第１番……………………………………
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M. ファリャ作曲
米澤貴史編曲

81. 都立富士森高等学校

木管八重奏

巡礼歌……………………………………………………………………………………………松下倫士作曲

82. 立川女子高等学校

木管八重奏

「悲歌」 能〜道成寺の物語によるバラード…………………………………………………松下倫士作曲

83. 早稲田大学系属早稲田実業学校
てぃーちてぃーる

木管八重奏

～沖縄民謡による～……………………………………………………福島弘和作曲

84. 白梅学園高等学校

木管八重奏

主題と変奏「第 12 変奏によるメタルフォーゼ」より
O. レスピーギ作曲
主題，第 10，11，12 変奏… ……………………………………………………
小野寺真編曲

85. 創価高等学校

木管八重奏

ブエノスアイレスの春………………………………………………………………

86. 国本女子中学校・高等学校

木管八重奏

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」……………………

87. 都立西高等学校

A. ピアソラ作曲
M. ゴールドマン編曲
R. シュトラウス作曲
小野寺真編曲

木管八重奏

風変わりな美女………………………………………………………………………………

88. 都立小山台高等学校
悲歌

木管八重奏

～能「道成寺」の物語によるバラード………………………………………………松下倫士作曲

89. 中央大学杉並高等学校

木管八重奏

主題と変奏「第 12 変奏によるメタモルフォーゼ」より… ………………………

90. 都立文京高等学校
哀歌

O. レスピーギ作曲
小野寺真編曲

木管八重奏

〜「佐渡情話」の物語によるバラード………………………………………………松下倫士作曲

91. 神奈川県立川崎北高等学校
哀歌

E. サティ作曲
新垣賢司編曲

木管八重奏

〜「佐渡情話」の物語によるバラード………………………………………………松下倫士作曲

92. 東海大学付属高輪台高等学校

木管八重奏

モーツァルトの主題によるパラフレーズ……………………………………………………松下倫士作曲

93. 三浦学苑高等学校

木管八重奏

タランテラ………………………………………………………………………………………松下倫士作曲

94. 都立豊島高等学校

木管八重奏

巡礼歌……………………………………………………………………………………………松下倫士作曲

95. 山梨県立甲府南高等学校

木管九重奏

パガニーニの主題による狂詩曲……………………………………………………

96. 横浜市立戸塚高等学校

S. ラフマニノフ作曲
如月陽帥編曲

木管十重奏

歌劇「カルメン」より………………………………………………………………………
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G. ビゼー作曲
高橋典秀編曲

《 高 等 学 校 の 部 大ホール 》
1. 都立田無高等学校

12 月 2 8 日（水）

打楽器三重奏

ケルベロス・ドラムス…………………………………………………………………………加藤大輝作曲

2. 神奈川県立相模原青陵高等学校

打楽器三重奏

アフタ・ステューバ！…………………………………………………………………… M. フォード作曲

3. 日本学園高等学校

打楽器三重奏

夢幻………………………………………………………………………………………………石毛里佳作曲

4. 都立文京高等学校

打楽器三重奏

月迷宮／大神……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

5. 山梨県立北杜高等学校

打楽器三重奏

月迷宮／大神……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

6. 共立女子第二中学校高等学校

打楽器四重奏

花回廊／風龍……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

7. 都立多摩科学技術高等学校

打楽器四重奏

傀儡の匣…………………………………………………………………………………………濱口大弥作曲

8. 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校
アンネリダ

9. 都立府中東高等学校
祈りの光

打楽器四重奏

タンツェーリン…………………………………………………………………福島弘和作曲

一つの思い

打楽器四重奏
Ⅰ……………………………………………………………………山澤洋之作曲

10. 相模女子大学高等部

打楽器四重奏

花回廊／風龍……………………………………………………………………………………山澤洋之作曲

11. 都立武蔵野北高等学校

打楽器四重奏

スピリチュアル………………………………………………………………………………八木澤教司作曲

12. 都立鷺宮高等学校

打楽器四重奏

「ノームの森の物語」 森へ〜三日月の晩に〜狩〜森の小人たち…………………………高橋宏樹作曲

13. 都立日野高等学校

打楽器五重奏

エオリアン・クインテット……………………………………………………………………金田真一作曲

14. 桜美林高等学校
ヴァイス

15. 都立上水高等学校
光の隙間

打楽器五重奏

フォーゲル…………………………………………………………………… C. マダコフ作曲

打楽器五重奏

～５人の打楽器奏者のために～…………………………………………………樽屋雅徳作曲
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16. 中央大学附属高等学校

打楽器五重奏

プレイ・タグ……………………………………………………………………………………坂井貴祐作曲

17. 宝仙学園高等学校

打楽器五重奏

エオリアン・クインテット……………………………………………………………………金田真一作曲

18. 都立西高等学校

打楽器五重奏

プレイ・タグ……………………………………………………………………………………坂井貴祐作曲

19. 都立八王子東高等学校

打楽器六重奏

花火………………………………………………………………………………………………石毛里佳作曲

20. 都立第五商業高等学校

打楽器六重奏

第１組曲…………………………………………………………………………………………金田真一作曲

21. 都立小平高等学校
失われた宮殿

打楽器六重奏

〜打楽器六重奏のための〜…………………………………………………嶋崎雄斗作曲

22. 創価高等学校

打楽器六重奏

イントロダクション＆ダンス No.1…………………………………………………………櫛田胅之扶作曲

23. 都立小金井北高等学校

打楽器六重奏

風の荒野  〜６人の打楽器奏者のために〜………………………………………………………竹藤敏作曲

24. 堀越高等学校

打楽器六重奏

ヴォルケーノ・タワー

～７人の打楽器奏者のための………………………… J. グラステイル作曲

25. 洗足学園高等学校

打楽器六重奏

カプリス…………………………………………………………………………………………金田真一作曲

26. 三田国際学園高等学校
バリ島からの幻想曲 '84

打楽器六重奏
～打楽器六重奏のための～………………………………………伊藤康英作曲

27. 都立墨田川高等学校

打楽器九重奏

ジェミニ…………………………………………………………………………………………野本洋介作曲

28. 神奈川県立相模原青陵高等学校
てぃーちてぃーる

管楽七重奏

～沖縄民謡による～……………………………………………………福島弘和作曲

29. 都立東大和高等学校

管楽八重奏

ラ・セーヌ………………………………………………………………………………………真島俊夫作曲

30. 都立武蔵高等学校

管楽八重奏

ラ・セーヌ………………………………………………………………………………………真島俊夫作曲

31. 都立武蔵丘高等学校

管楽八重奏

騎馬の肖像………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

32. 佼成学園女子中学高等学校
分光模様

管楽八重奏

−アンサンブルのための…………………………………………………………中橋愛生作曲
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33. 都立日野高等学校

管楽十重奏

吹奏楽のための第１組曲 変ホ長調… ……………………………………………………

34. 都立小金井北高等学校
「眠りの森の美女」より

管楽十重奏

ワルツ… ……………………………………………

35. 都立杉並高等学校

G. ホルスト作曲
伊藤高明編曲

P.I. チャイコフスキー作曲
高野 真編曲

フルート八重奏

佐曾羅……………………………………………………………………………………………天野正道作曲

36. 岩倉高等学校

サクソフォーン七重奏

メフィスト・ワルツ第１番（村の居酒屋での踊り）………………………………………

37. 八王子学園八王子高等学校

F. リスト作曲
一木一誠編曲

サクソフォーン九重奏

ラ・セーヌ………………………………………………………………………………………真島俊夫作曲

38. 都立山崎高等学校

管打楽器五重奏

３つのわらべうた………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

39. 淑徳 SC 中等部高等部

管打楽器五重奏

明日へ吹く風……………………………………………………………………………………和田直也作曲

40. 都立翔陽高等学校

管打楽器七重奏

騎馬の肖像………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

41. 都立福生高等学校

管打楽器七重奏

イントラーダ…………………………………………………………………………………

42. 都立石神井高等学校

八木澤教司作曲
福田洋介編曲

管打楽器七重奏

小さな楽団のための組曲………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

43. 専修大学附属高等学校

管打楽器七重奏

鳥之石楠船神……………………………………………………………………………………片岡寛晶作曲

44. 都立葛飾野高等学校

管打楽器七重奏

IKEZUKI… ………………………………………………………………………………………宮川成治作曲

45. 都立永山高等学校 A

管打楽器八重奏

雫石………………………………………………………………………………………………清水大輔作曲

46. 大成高等学校

管打楽器八重奏

マイ・ホームタウン……………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

47. 都立東大和南高等学校

管打楽器八重奏

おもちゃのアヒルの大冒険……………………………………………………………………宮川成治作曲

48. 国本女子中学校・高等学校

管打楽器八重奏

アドヴェント・シリカ……………………………………………………………… J. グラステイル作曲
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49. 三田国際学園高等学校

管打楽器八重奏

薄暮の都市………………………………………………………………………………………星出尚志作曲

50. 都立永山高等学校 B

管打楽器八重奏

おおかみ娘と物語………………………………………………………………………………辻

51. 三浦学苑高等学校

管打楽器九重奏

「テルプシコーレ舞曲集」より

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ… ………………………………

52. 都立南多摩中等教育学校

峰拓作曲

M. プレトリウス作曲
佐藤正人編曲

金管七重奏

シラノ・ド・ベルジュラックの音楽…………………………………………………………福田洋介作曲

53. 都立富士森高等学校

金管八重奏

テルプシコーレ舞曲集………………………………………………………………

54. 都立南平高等学校

金管八重奏

ガーシュイン・イン・ブラス !! 2……………………………………………………

55. 都立日野台高等学校
金管八重奏のための

M. プレトリウス作曲
手塚喬之編曲
G. ガーシュイン作曲
黒川圭一編曲

金管八重奏

東風への望み…………………………………………………………飯塚佑輝作曲

56. 神奈川県立相模原高等学校

金管八重奏

クロス・セクション・ビュー…………………………………………………………………三浦秀秋作曲

57. 都立立川高等学校

金管八重奏

選ばれた場所……………………………………………………………………………………福島弘和作曲

58. 立川女子高等学校

金管八重奏

黒の断続…………………………………………………………………………………………江原大介作曲

59. 神奈川県立相模原総合高等学校

金管八重奏

コラールとトッカータ…………………………………………………………………………福島弘和作曲

60. 都立東大和高等学校

金管八重奏

華円舞……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

61. 白梅学園高等学校

金管八重奏

華円舞……………………………………………………………………………………………福田洋介作曲

62. 錦城高等学校

金管八重奏

ラファーガ………………………………………………………………………………………河合和貴作曲

63. 都立三鷹中等教育学校
イントラーダ

金管八重奏

～金管八重奏のための〜…………………………………………………八木澤教司作曲

64. 都立武蔵野北高等学校

金管八重奏

アドリアノスの図書館………………………………………………………………………八木澤教司作曲
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65. 佼成学園女子中学高等学校

金管八重奏

航海日誌…………………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

66. 堀越高等学校

金管八重奏

パヴァーヌとダンス……………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

67. 都立杉並高等学校

金管八重奏

テルプシコーレⅠ………………………………………………………………………………森田一浩作曲

68. 日本大学豊山高等学校
花宴

金管八重奏

～朧月夜に似るものぞなき～……………………………………………………………三澤慶作曲

69. 青稜中学校・高等学校

金管八重奏

２つの詩曲………………………………………………………………………………………松下倫士作曲

70. 都立小山台高等学校

金管八重奏

水の宮殿…………………………………………………………………………………………松下倫士作曲

71. 豊昭学園

金管八重奏

月の旅人…………………………………………………………………………………………高橋宏樹作曲

72. 神奈川県立川崎北高等学校

金管八重奏

スザート舞曲集……………………………………………………………………………

73. 都立豊島高等学校

T. スザート作曲
小野寺真編曲

金管八重奏

コラールとトッカータ…………………………………………………………………………福島弘和作曲

74. 東海大学付属高輪台高等学校

金管八重奏

ブレージング・ブリーズ………………………………………………………………………内藤友樹作曲

75. 横浜創学館高等学校

金管八重奏

アレハンドロ……………………………………………………………………………………広瀬勇人作曲

76. 山梨県立北杜高等学校

金管八重奏

テレプシコーレ舞曲集………………………………………………………………

77. 東海大学菅生高等学校

P.F. カルーベル作曲
小野寺真編曲

金管十重奏

「ロンドンの小景」より… ………………………………………………………… G. ラングフォード作曲

78. 横浜市立戸塚高等学校

金管十重奏

高貴なる葡萄酒を讃えて……………………………………………………………… G. リチャーズ作曲

79. 山梨県立甲府南高等学校

金管十重奏

「ドロットニングホルムの音楽」より… …………………………………………………

80. 豊南高等学校

J. ルーマン作曲
山本教生編曲

金管十重奏

高貴なる葡萄酒を讃えて……………………………………………………………… G. リチャーズ作曲
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TAMA アンサンブルフェスタ開催記録
第1回

1992.12.23

会場：八王子高等学校講堂

参加団体：25 団体

第2回

1993.12.23

会場：八王子高等学校講堂

参加団体：32 団体

第3回

1994.12.25

会場：八王子いちょうホール

参加団体：25 団体

回

数

第4回
1995.12.26
第5回
1996.12.25
第6回
1997.12.26

成

績

中

学

最優秀賞

あきる野東

最優秀賞

あきる野西

高

優秀賞

永山
創価
あきる野西

特別賞

八王子長房

一般・大学

八王子

最優秀賞
優秀賞

校

第7回
1998.12.25

最優秀賞

HACHI.MICKS

優秀賞

アンサンブルソナーレ
工学院大学一部文化会吹奏楽部

特別賞

日野第四

第8回
1999.12.26

最優秀賞

トキワ松学園

八王子

シロートサキソフォン Ens.

優秀賞

八王子由井

八王子

とっくんず

特別賞

あきる野東

片倉

新八王子 WO

第9回
2000.12.26

最優秀賞

あきる野東

八王子

アンサンブルファンファール

優秀賞

青梅第三，前橋鎌倉

国際，東海大付高輪台

COOKIES，シロートサキソフォン Ens.

特別賞

久喜太東，あきる野西
総和町総和，八王子長沼小

淑徳巣鴨，創価
杉並，北多摩

おとしごろトリオ
ラッパ戦隊 ONGATA5

最優秀賞

青梅第三

☆八王子

シロートサキソフォン Ens.

優秀賞

青梅第三，大妻多摩

富士森，創価

新八王子 WO，アンサンブルファンファール

特別賞

山梨北，日野第四
玉川学園，日野第四

八王子，共立女子第二
東海大付高輪台

東京清和吹奏楽団
アーベントレーテクラリネット Ens.

第 10 回
2001.12.26

第 11 回
2002.12.27

第 12 回
2003.12.28

第 13 回
2004.12.26

第 14 回
2005.12.24
2005.12.25

最優秀賞

青梅第三

☆世田谷学園

アンサンブル M

優秀賞

羽村第一，青梅第三

☆創価，東海大菅生

新八王子 WO，C.T.Q.

特別賞

あきる野秋多，福生第二
八王子浅川，あきる野御堂

東海大菅生，日野台
日野台，八王子東

甲州街道沿道奏和団

最優秀賞

☆青梅第三

八王子

グランボアサクソフォーン倶楽部

優秀賞

羽村第一，玉川学園

☆東海大菅生，杉並

特別賞

総和町総和，あきる野秋多
あきる野東，八王子館

小山台，桜美林
東海大学菅生，創価

洗足学園音楽大学賞

座間座間

東海大学付属高輪台

最優秀賞

☆羽村第一

八王子，東海大学菅生

優秀賞

瑞穂，青梅第三

杉並，東海大学菅生

特別賞

桜美林，川口上青木
草加，草加

八王子，☆帝京八王子
豊岡，玉川学園

洗足学園音楽大学賞

八王子由井

深谷第一

最優秀賞

☆羽村第一

☆杉並

優秀賞

青梅第三，青梅第三
羽村第一

特別賞

古川総和，共立女子第二
境第一，新座第二
八王子館，川崎東橘

帝京八王子，八王子
東海大菅生
トキワ松学園
東海大付望洋
世田谷学園，八王子
東海大付高輪台，片倉

洗足学園音楽大学賞

草加，上尾大石

帝京八王子，桜美林

東邦音楽大学学長賞

瑞穂，玉川学園

八王子，桶川
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東京清和吹奏楽団
グランボアサクソフォーン倶楽部
リバティーウインドオーケストラ
東京清和吹奏楽団
創価グロリア吹奏楽団
グランボアサクソフォーン倶楽部
東京清和吹
Saxophone Ensemble THAT
世田谷おぼっちゃまｰず
MISTY
ベルソナース EW，創価グロリア吹
東京清和吹，創価グロリア吹
橘ブラス Ens., ベルソナース WE
SKY WO，相模湖町青少年吹

第 15 回
2006.12.26
2006.12.27

第 16 回
2007.12.26
2007.12.27

第 17 回
2008.12.20
2008.12.26

第 18 回
2009.12.26
2009.12.27

第 19 回
2010.12.26
2010.12.28

第 20 回
2011.12.27
2011.12.28

最優秀賞

☆青梅第三，川崎東橘

☆越谷西，国立

東京清和吹奏楽団，東京清和吹奏楽団

優秀賞

伊奈学園，川崎東橘
青梅第三，町田つくし野

国立，桜美林
杉並，上水

七吹人，ベルソナース WE
東京すったもんだ，新八王子 WO

特別賞

青梅吹上，朝霞第三
青梅第六，あきる野東

星野，横浜隼人
東海大付高輪台，青稜
桜美林
明治大附中野八王子

KENSO
SKY WIND ORCHESTRA

洗足学園音楽大学賞

桜美林，さいたま土屋

越谷西，豊昭学園

東邦音楽大学学長賞

草加

不動岡

最優秀賞

☆青梅第三，青梅第三

☆八王子，越谷西

東京清和吹，C.U.S.B.Flute Ens.

優秀賞

朝霞第五，桜美林
古河総和，さいたま岸

杉並，東海大付高輪台
東海大付相模
杉並，本庄第一

Ens. ブラヴィッシーモ，彩６Brass
アドラブルサクソフォーン Quartet
菅並っくす金管あんさんぶる

特別賞

あきる野秋多，青梅吹上
足立第九，あきる野東
相模原上溝，青山学院

立川，東海大学菅生
越谷西，本庄第一
小山台，立川

Ens. ノクチュルヌ，新八王子 WO
さいたま市立大宮南小，甲西吹奏楽団ジュニアバンド

洗足学園音楽大学賞

青梅第六，あきる野東

神代，東海大付相模

東邦音楽大学学長賞

さいたま大宮南，白岡

八王子，青陵

最優秀賞

☆桜美林，青梅第六

☆杉並，杉並

創価グロリア吹，横浜ブラスオルケスター

優秀賞

青梅第三，あきる野秋多
青梅第三，青山学院

狭山ヶ丘，八王子
川崎市立橘，東海大菅生

創価グロリア吹，東京清和吹
東京清和吹，調布３サックスカルテット

特別賞

さいたま土屋，狭山入間野
町田堺，町田つくし野
さいたま岸，相模原上溝

立川，豊昭学園
八王子，越谷西
横浜隼人，国立

Ens. ブラヴィッシーモ
新八王子 WO
ベルソナースウインドアンサンブル，F4

洗足学園音楽大学賞

青梅吹上，八王子城山

東海大菅生，小山台

東邦音楽大学学長賞

福生第三，相模原上溝

狭山ヶ丘，府中東

最優秀賞

☆青梅第三，町田つくし野

☆八王子，杉並

ブルーオーブ，東京清和吹

優秀賞

羽村第一，青梅第六
桜美林，八王子上柚木
青梅第三

八王子，松伏，小山台
東海大学付属高輪台

帝京大，セレーネウインドオーケストラ
東芝府中吹，横浜ブラスオルケスター，東京清和吹

特別賞

青梅吹上，さいたま常盤
浦和明の星，さいたま土屋
羽村第三，さいたま大宮南

小川，越谷西，
都立西，桜美林
日野台，東海大菅生

朝和芸，ベルソナース WE，創価グロリア吹
濱田葵 saxophone ensemble

洗足学園音楽大学賞

羽村第一，さいたま岸

桜美林，横浜隼人

東邦音楽大学学長賞

青山学院，青梅吹上

杉並，創価

最優秀賞

☆羽村第一，青陵

☆片倉，八王子

明星大，川口市アンサンブルリベルテ吹

優秀賞

羽村第一，川口芝東
青山学院，東大和第一

八王子，松伏
都立西，松伏

明星大，みっぱらブラス
さいたま市立大宮南小，メープルウインドアンサンブル

特別賞

青梅第三，青梅第三
明治大付中野八王子，横浜大正
さいたま岸，桜美林

日本学園，星野
東海大菅生，八王子東
専修大附属，立川

マーベラスブラス Ens.
Ein schoumlner Klang，
ねっち Friends，メープル WE

洗足学園音楽大学賞

羽村第一，調布第三

杉並，相模原総合

東邦音楽大学学長賞

川口芝東，横浜大正

東海大学付属高輪台
相模原

最優秀賞

☆羽村第一，青梅第三

☆杉並，青梅総合

優秀賞

青梅吹上，青梅第三
川口芝東，羽村第一

東海大菅生，八王子
南平，八王子

特別賞

青梅第六，青梅泉
羽村第三，吉見
熊谷富士見，立教新座

日野台，小山台
杉並，相模原
国分寺，墨田川

洗足学園音楽大学賞

羽村第一，立教新座

八王子，茅ヶ崎

東邦音楽大学学長賞

青梅第三，青梅第三

青梅総合，帝京八王子
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第 21 回
2012.12.26
2012.12.27

第 22 回
2013.12.26
2013.12.27

第 23 回
2014.12.26
2014.12.27

第 24 回
2015.12.26
2015.12.27

※

最優秀賞

☆青梅第三，羽村第一

☆昭和，杉並

優秀賞

青梅泉，青梅第六
青山学院，小平第三

東海大菅生，杉並
片倉，女子聖学院

特別賞

あきる野西，小平第六
青梅第三，足立第九
明治大付中野八王子
桜美林，小平第五
調布第三

小山台，八王子
小山台，麻溝台
墨田川，豊昭学園
昭和

洗足学園音楽大学賞

杉並松渓，青梅泉

杉並，女子聖学院

東邦音楽大学学長賞

足立第九，羽村第一

東海大菅生，昭和

最優秀賞

☆青梅第六
◎青梅泉

☆横浜創英
◎横浜創英

優秀賞

小平第六，
八王子横山
あきる野秋多，玉川学園

杉並，杉並
八王子，東海大菅生
八王子

特別賞

青梅泉，玉川学園
羽村第一，青梅第六
大和，国本女子
八王子横山

早大高等学院，片倉
小山台，昭和
東海大高輪台
明大付中野八王子

洗足学園音楽大学賞

福生第二，羽村第一
青梅第六

早大高等学院，杉並
明大付中野八王子

東邦音楽大学学長賞

小平第六，あきる野秋多
青山学院

錦城，小山台
東海大菅生

最優秀賞

☆佼成学園女子
◎青梅第六

☆東海大菅生
◎昭和

優秀賞

青梅第三，羽村第一
青梅第六，瑞穂

杉並，東海大菅生
川崎北，小山台

特別賞

小平第六，江東深川第二
武蔵村山第五，小平第三
八王子椚田，小平第五
調布第三

東海大高輪台，市戸塚
杉並，日本音楽
国本女子，相模原総合

洗足学園音楽大学賞

昭島瑞雲，羽村第一
羽村第一

国本女子，市戸塚
専修大附

東邦音楽大学学長賞

青梅第六，練馬大泉西
青山学院

佼成学園女子，杉並
昭和

尚美ミュージック
カレッジ専門学校賞

玉川学園，青梅泉

八王子，小平

東京藝術大学音楽学部
同声会東京支部賞

青梅第六

片倉

最優秀賞

☆青梅第三
◎羽村第一

☆横浜創英
◎横浜創英

優秀賞

小平第六，青梅第六
佼成学園女子，小平第三

創価，杉並
三浦学苑，東海大高輪台

特別賞

川崎東高津，府中第四
相模女子大中学部
瑞穂，江戸川二之江
横浜あかね台

拓殖大第一，
八王子
八王子，日本音楽
東海大菅生，東大和

洗足学園音楽大学賞

武蔵村山第五，
板橋志村第四
江東深川第二

錦城，小山台
墨田川

東邦音楽大学学長賞

清瀬第四，相模原谷口
青梅泉

成瀬，東海大高輪台
文京

尚美ミュージック
カレッジ専門学校賞

八王子横山，中野北中野

川崎北，岩倉

東京藝術大学音楽学部
同声会東京支部賞

江戸川二之江

東海大菅生

最優秀賞の☆印は，八王子市長賞（第 19 回は羽村市長賞）
，◎印は，
（公財）
八王子市学園都市文化ふれあい財団理事長賞

− 27 −

