
 

坂本 和彦 先生 塩尻 太郎 先生 栗原 里沙 先生 

（クラリネット） （ホルン） （打楽器） 

第４８回 
千葉県アンサンブルコンテスト 

山長夷地区予選プログラム 

令和４年 １１月１９日（土） 小学校、中学校打楽器、 

               高等学校部門 

     １１月２０日（日） 中学校管楽器部門 

会場 いすみ市岬ふれあい会館 

＜審査員＞ 

主催 山長夷地区吹奏楽連盟 千葉県吹奏楽連盟 朝日新聞社 



1 大網白里市立大網中学校 打楽器六重奏 竹藤敏 作曲

2 東金市立西中学校 打楽器四重奏 濵口大弥 作曲

3 横芝光町立光中学校 打楽器三重奏 マークフォード 作曲

4 県立一宮商業高等学校 金管三重奏 山岸和正 作曲

5 県立長生高等学校 金管三重奏 広瀬勇人 作曲

6 県立長生高等学校 金管六重奏 三浦秀秋 作曲

7 茂原北陵高等学校 金管八重奏 高橋宏樹 作曲

8 県立大多喜高等学校 金管五重奏 広瀬勇人 作曲

9 県立松尾高等学校 金管七重奏 田村修平 作曲

10 県立成東高等学校 金管六重奏 八木澤教司 作曲

11 県立大網高等学校 管楽五重奏 高橋宏樹 作曲

12 県立九十九里高等学校 管楽三重奏 福田洋介 作曲

13 県立成東高等学校 管楽六重奏 田村修平 作曲

14 白子町立関小学校 打楽器六重奏 黒うさP 作曲

15 県立一宮商業高等学校 打楽器四重奏 高橋宏樹 作曲

楽市楽座　第２番～たけの抄～

千本桜

４人のパーカッションのための—ノームの森の物語—

小学校・中学校打楽器・高等学校部門（１１月１９日）

風の荒野—６人の打楽器奏者のために

傀儡の匣

Afta-Stuba!

トリオホルン・トロンボーン・チューバのための三重奏　より

名もなき詩

ノースウィング

月の旅人

名もなき詩

楽市楽座　第２番～たけの抄～

タランテラ

喜怒哀楽（エモーションズ）

春のロンド



16 県立長生高等学校 打楽器三重奏 片岡寛晶 作曲

17 茂原北陵高等学校 打楽器三重奏 ネボジャ・ヨヴァン・ジヴコヴッチ 作曲

18 県立大多喜高等学校 打楽器三重奏 片岡寛晶 作曲

19 県立松尾高等学校 打楽器七重奏 濵口大弥 作曲

20 横芝敬愛高等学校 管・打楽器四重奏 広瀬勇人 作曲

21 県立成東高等学校 管・打楽器八重奏 中橋愛生 作曲

井野克哉 編曲

22 県立一宮商業高等学校 木管五重奏 福田洋介 作曲

23 県立長生高等学校 木管八重奏 渡部哲哉 作曲

24 茂原北陵高等学校 木管五重奏 片岡寛晶 作曲

25 県立大多喜高等学校 木管五重奏 福田洋介 作曲

26 県立松尾高等学校 木管四重奏 ドメニコ・ガロ 作曲

佐藤恒久 編曲

27 県立東金高等学校 木管五重奏 広瀬勇人 作曲

28 0 0 0 作曲

29 0 0 0 作曲

0 0 編曲

30 0 0 0 作曲

0

0

落ち葉の舞う季節

タンゴ・インプレッション

ブリリアント　ダンス

１２のトリオ・ソナタより

コッツウォルズの風景

雅～３人のマリンバ奏者のための

トリムルティ・オーム

３つの手紙

分光模様—アンサンブルのための　より

ブリリアント　ダンス

パーカッシヴ・ダンス　２０１１～３人の打楽器奏者のために

トリオパーウノ



中学校管楽器部門（１１月２０日）

1 一宮町立一宮中学校 木管三重奏 福田洋介 作曲

春のロンド

2 大多喜町立大多喜中学校 木管三重奏 石毛里佳 作曲

長月絵巻

3 睦沢町立睦沢中学校 管・打楽器六重奏 福田洋介 作曲

３つの花

4 勝浦市立勝浦中学校 管・打楽器六重奏 和田直也 作曲

未だ見ぬ景色へ続く道

5 いすみ市立大原中学校 管・打楽器八重奏 広瀬勇人 作曲

ジークフリート

6 白子町立白子中学校 金管三重奏 宮川成治 作曲

ルナ・マーレ～月の海～

7 茂原市立東中学校 管・打楽器五重奏 山下祐加 作曲

春の扉

8 茂原市立茂原中学校 金管三重奏 福田洋介 作曲

緋色の輪舞

9 一宮町立一宮中学校 木管五重奏 和田直也 作曲

未だ見ぬ景色へ続く道

10 茂原市立冨士見中学校 金管八重奏 Ｍ．ゴールドマン 作曲

果てない空への冒険

11 大多喜町立大多喜中学校 金管三重奏 福田洋介 作曲

春のロンド

12 勝浦市立勝浦中学校 管・打楽器六重奏 八木澤教司 作曲

アルタミラ

13 茂原市立本納中学校 管・打楽器五重奏 石毛里佳 作曲

なぞのたからばこ

14 一宮町立一宮中学校 金管三重奏 高橋宏樹 作曲

ミニチュア・スイート

15 いすみ市立大原中学校 管・打楽器七重奏 Ｗ．ブレイド 作曲

５つの宮廷舞曲 小野寺真 編曲



16 白子町立白子中学校 管・打楽器六重奏 Ｗ．ブレイド 作曲

５つの宮廷舞曲 小野寺真 編曲

17 茂原市立東中学校 管・打楽器七重奏 片岡寛晶 作曲

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～

18 茂原市立茂原中学校 管・打楽器七重奏 Ｗ．ブレイド 作曲

５つの宮廷舞曲 小野寺真 編曲

19 茂原市立冨士見中学校 木管・打楽器八重奏 駒井一輝 作曲

アイン・ヴァルツァー・フュア・ディッヒ

20 長柄町立長柄中学校 管・打楽器八重奏 広瀬勇人 作曲

ジークフリート

21 一宮町立一宮中学校 金管・打楽器七重奏 和田直也 作曲

未だ見ぬ景色へ続く道

22 いすみ市立大原中学校 管・打楽器六重奏 福田洋介 作曲

３つの花

23 大網白里市立大網中学校 金管八重奏 広瀬勇人 作曲

ジークフリート

24 東金市立東中学校 木管五重奏 水口透 作曲

木管五重奏のための「ずいずいずっころばし」

25 東金市立東金中学校 金管・打楽器八重奏 Ｔ．スザート 作曲

スザート組曲 山口修身 編曲

26 大網白里市立白里中学校 金管四重奏 大野雄二 作曲

ルパン三世のテーマ 山里佐和子 編曲

27 山武市立山武望洋中学校 管・打楽器八重奏 福田洋介 作曲

天の剣

28 大網白里市立増穂中学校 木管・打楽器六重奏 和田直也 作曲

フラワー・クラウン

29 山武市立山武中学校 管・打楽器八重奏 Ｗ．ブレイド 作曲

５つの宮廷舞曲 小野寺真 編曲

30 大網白里市立大網中学校 木管五重奏 渡部哲哉 作曲

落ち葉の舞う季節



31 東金市立東中学校 木管・打楽器五重奏 下田和輝 作曲

昼下がりの市場で

32 東金市立東金中学校 管・打楽器八重奏 Ｍ．プレトリウス 作曲

テルプシコーレ舞曲集 水口透 編曲

33 大網白里市立白里中学校 木管五重奏 福田洋介 作曲

なぎさの詩

34 山武市立成東東中学校 管・打楽器五重奏 山下祐加 作曲

春の扉

35 横芝光町立光中学校 金管五重奏 加藤大輝 作曲

六月の風

36 大網白里市立大網中学校 ホルン四重奏 織茂学 作曲

ホルンパーティー！！

37 東金市立東中学校 金管・打楽器七重奏 広瀬勇人 作曲

ソロモンの指輪

38 東金市立西中学校 管・打楽器八重奏 福田洋介 作曲

天の剣

39 大網白里市立増穂中学校 金管・打楽器七重奏 福田洋介 作曲

ガラスの香り

40 大網白里市立白里中学校 金管六重奏 郷間幹男 作曲

グラファイト

41 山武市立山武中学校 管・打楽器八重奏 和田直也 作曲

悠久の花

42 横芝光町立横芝中学校 管・打楽器八重奏 Ｐ．ファレーズ 作曲

６つのフランドル舞曲 小野寺真 編曲

43 東金市立北中学校 管・打楽器八重奏 Ｍ．プレトリウス 作曲

テルプシコーレ舞曲集 水口透 編曲

44 横芝光町立光中学校 木管四重奏 天野正道 作曲

クアチュール・ダンシュ

45 0 0 0 作曲

0



回 年度 場所 部門 団体名 賞

一般 ラジーク☆ブラス(金管八重奏) 銅

大学 城西国際大学(打楽器七重奏) 金

高校 千葉学芸高校(打楽器三重奏) 金

一般 cuatro I-I-IV(打楽器四重奏) 銅

大学 城西国際大学(金管八重奏) 銅

大学 城西国際大学(打楽器五重奏) 銀

中学 東金市立東中学校(打楽器五重奏) 銀

16 Ｈ２２ 相模原 中学 東金市立東中学校(打楽器六重奏) 金

東金市立東中学校(打楽器八重奏) 金

東金市立東中学校(金管八重奏) 銀

高校 県立長生高等学校(打楽器五重奏) 銅

18 Ｈ２４ 宇都宮 中学 東金市立東中学校(フルート四重奏) 金代表

東金市立東中学校(打楽器七重奏) 銀

東金市立東中学校(金管八重奏) 銀

一般 Ensemble Wizard(金管八重奏) 金

20 Ｈ２６ 相模原 中学 東金市立東中学校(打楽器八重奏) 金代表

21 Ｈ２７ 真岡 中学 東金市立東中学校(打楽器八重奏) 金

中学 大網白里市立大網中学校（打楽器六重奏） 金

高校 県立成東高等学校（打楽器四重奏） 銀

中学 東金市立東金中学校（金管八重奏） 銀

大学 城西国際大学学友会吹奏楽団（打楽器七重奏） 銅

東金市立東金中学校（金管八重奏） 銀

東金市立東金中学校（打楽器八重奏） 銀

中学 東金市立東金中学校（金管八重奏) 金

高校 県立東金商業高等学校（木管三重奏) 銀

大学 城西国際大学学友会吹奏楽団（木管三重奏) 銀

27 Ｒ３ 君津 中学 東金市立東金中学校（金管八重奏） 金

回 年度 場　所 部門 団　　体　　名 賞

23 Ｈ１１ 仙台 中学 松尾町立松尾中学校(金管八重奏) 銅

38 Ｈ２４ 岩手 中学 東金市立東中学校(フルート四重奏) 銅

40 Ｈ２６ 東京 中学 東金市立東中学校(打楽器八重奏) 金

アンサンブルコンテスト　今後の予定

千葉県大会　令和４年　１２月２４日・２５日　千葉県文化会館

東関東大会　令和５年　　１月２８日・２９日　相模女子大学グリーンホール（神奈川）

全日本大会　令和５年　　３月１９日　　　　　アクトシティ浜松（静岡）

中学
君津Ｈ２５19

東関東アンサンブルコンテスト出場団体一覧（第１３回以降）

全日本アンサンブルコンテスト出場団体一覧

君津Ｈ２９23

結城Ｈ２８22

Ｈ２０14

中学

牛久Ｒ２26

中学相模原Ｈ３０24

宇都宮Ｈ１９13

宇都宮Ｈ２３17

君津Ｈ２１15

結城


