
２００３年度 第２７回神奈川県アンサンブルコンテスト予選 

第４回県央アンサンブルコンテスト《高校の部》 

第２回県央アンサンブルフェスティバル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 日 時 平成１５年１１月１日（土） 

□ 会 場 ハーモニーホール座間大ホール 

□ 主 催 県央吹奏楽連盟 

□ 後 援 座間市教育委員 

 

審査員（敬称略・５０音順） 

阿部ちさと（Trp.） 大河内雅彦（指揮） 関谷 直子（Perc.） 高山 直也（作編曲） 福本信太郎（Sax.） 
 

プログラム 
◇◇◇ 高校の部 ◇◇◇ 

 

１．県立綾瀬高等学校  打楽器６重奏 

   バリ島からの幻想曲‘８４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤 康英 

1st 河角知亜紀  2nd 斉藤 和美  3rd 赤石澤絵美  4th 鈴木 千尋  5th 黒木 恵美 

6th 大槻 祐子 

 

２．県立厚木東高等学校  打楽器５重奏 

   「大地の鼓動」より 自由への戦い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪俣  猛 

Timp 山形 直宏  Drums 清藤 綾佳  S.Dr. Perc. 牧野 寿卓  B.Dr. Perc. 関戸 辰弥 

Xyl. Perc. 星野 美帆 

 

３．県立厚木南高等学校  打楽器５重奏 

   オグン バダグリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C.ラウス 

 1st 佐瀬 一貴  2nd 石田 浩章  3rd 染谷 賢治  4th  関谷 良介  5th 遠藤龍之介 

 

４．県立大和高等学校  打楽器５重奏 

   ア ラ ナニーゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M.ピータース 

1st 生方 香里  2nd 田中 志奈  3rd 門川真悠子  4th 阿部 友美  5th 草薙 愛美 

５．県立座間高等学校  打楽器４重奏 

   ク カ イリモク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C.ラウス 

1st 小川 伸哉  2nd 佐々木隆行  3rd 松尾 麻美  4th 関戸佳奈江 



６．県立大和西高等学校  打楽器４重奏 

   ファンク グルーヴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Jimi 橋詰 

Tri. Tamb. 玉城 若菜  Tam. 小見 理絵  S.Dr. 大久保愛美  B.Dr. 山根 典子 

 

７．県立大和東高等学校  管打楽器４重奏 

   吹奏楽のための第２組曲より I March  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G.ホルスト 

 Cl. 内田 りか  A.Sax 高橋 佳子  Tub グエンティアントゥエット Perc 小寺 加奈恵 

 

８．県立有馬高等学校  金管８重奏 

   テレプシコーレ舞曲集より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M.プレトリウス／佐藤 正人 

 1stTrp 井上 友美  2ndTrp 岩倉香津美  3rdTrp 福田 紗代  Hrn 野﨑 有沙 

 1stTrb 菊池 勝裕  2ndTrb 永田 美樹  Euph  山本あゆみ  Tub 小島秀太郎 

 

９．県立厚木西高等学校  金管８重奏 

   金管８重奏のためのラプソディ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平吉 毅州 

 1stTrp 北村  茜  2ndTrp 大谷 育葉  3rdTrp 臼井智恵美  Hrn 岩澤 汐美 

 1stTrb 五味 綾香  2ndTrb 矢本 竜二  B.Trb 長谷部知広  Tub 伊藤  慶 

１０．県立座間高等学校  金管６重奏 

   金管合奏のための交響曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・V.エヴァルド／R.W.キング 

 1stTrp 斎藤 直子  2ndTrp 佐藤かおり  Hrn 寺岡 未喜  Trb 菅島 祥子 

 Euph 箱﨑  恵  Tub 菊池 美沙 

 

１１．県立大和南高等学校  金管５重奏 

「戦いの組曲」より Ⅱ Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・S.シャイト／P.ジョーンズ 

Trp 本間 華織  Trp 川本真美子  Trb 髙木 彩美  Euph 能渡 浩二  Tub 工藤 陽平 

 

１２．聖セシリア女子中学校・高等学校 金管６重奏 

金管五重奏曲 作品５より アレグロ・モデラート・・・・・・・・・・・・・・・・・・V.エヴァルド 

 Trp 諸伏彩奈恵  Trp 高橋 綾香  Hrn 藤田麻理絵  Trb 坂上 絵梨 

Euph 根岸 日奈  Tub 山越 智佳 

 

１３．県立綾瀬高等学校  ホルン３重奏 

   ３本のヴァルヴホルンのための６つの三重奏曲より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.ライヒャ 

1st 佐藤 千恵  2nd 佐藤 香織  3rd 浜田 由衣 

 

１４．県立厚木高等学校  トランペット５重奏 

   ５本のトランペットのための組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R.L.プレスティー 

1st 青木 香織  2nd 濱野 太宏  3rd 伊藤 泰生  4th 吉田真由美  5th 加納 敦子 

 

１５．県立大和高等学校  トランペット４重奏 

   ソナチネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R.シンプソン 

1st 山陰 純子  2nd 前沢由美子  3rd 加藤 綾乃  4th 鶴田 真菜 

 

１６．県立大和南高等学校  木管５重奏 

   イタリア協奏曲 BWV９７１より Ｉ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J.S.バッハ／草野 次郎 

 1stFl 和泉澤有希  2ndFl 人見香奈子  1stCl 宮下 京子  2ndCl 神保 沙樹 

B.Cl 阿曽 智子 

 

１７．県立大和高等学校  サキソフォン４重奏 

   民謡風ロンドの主題による序奏と変奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・G.ピエルネ 

S.Sax 立石 香織  A.Sax 山陰 優子  T.Sax 松野下絢子  B.Sax 小俣 尚子 

 

１８．県立有馬高等学校  サキソフォン４重奏 

   サキソフォン四重奏曲より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F.et M.ジャンジャン 

S.Sax 皆川 香澄  A.Sax 橋本 明奈  T.Sax 和田 尚子  B.Sax 安達 昌弘 



１９．聖セシリア女子中学校・高等学校 サキソフォン４重奏 

   「ルーマニア民謡の主題による組曲」より Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・J.アプシル 

S.Sax 鈴木 愛美  A.Sax 相原いずみ  T.Sax 森 奈々美  B.Sax 皆川明日香 

 

２０．県立大和西高等学校  サキソフォン４重奏 

   「ルーマニア民謡の主題による組曲」より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J.アプシル 

S.Sax 芹澤 沙織  A.Sax 吉田 綾香  T.Sax 谷口 波奈  B.Sax 板垣 元紳 

 

２１．県立大和南高等学校  サキソフォン３重奏 

   「フーガの技法」より 第１３楽章・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J.S.バッハ／W.シュミット 

A.Sax 佐藤実菜穂  T.Sax 八巻友香理  B.Sax 阿曽由美子 

 

２２．県立中央農業高等学校 サキソフォン３重奏 

   シェーカーの歌と踊り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L.パトリック 

A.Sax 佐野あき菜  T.Sax 平野 ルミ  B.Sax 長谷川貴美 

 

２３．県立厚木西高等学校  クラリネット８重奏 

   「はかなき人生」より スペイン舞曲第１番・・・・・・・・・・・・・・M.de ファリャ／加藤 雅之 

 Es.Cl 安藤 由衣  1stCl 村上美奈子  2ndCl 伊藤真菜美  3rdCl 大津 甫童 

 4thCl 鴫原 礼佳  A.Cl 斉藤 千佳  B.Cl 石原 愛海  C.B.Cl 小島真理子 

 

２４．県立厚木高等学校  クラリネット６重奏 

   「家族」より  Ⅰ パパ、 Ⅱ ママ、 Ⅲ フィリベール（１２歳）・・・・・・・・・・R.ルシェール 

 Es.Cl 木村  文  1stCl 内藤 千帆  2ndCl 島田 美里  A.Cl 大津 明加 

 B.Cl 宮坂  歩  C.A.Cl 朝倉 祐介 

 

２５．県立厚木東高等学校  クラリネット６重奏 

   幻想小曲集 より スケルツォ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C.T.グリフェス 

 Es.Cl 尾﨑真理子  1stCl 山本優理子  2ndCl 福澤美英子  3rdCl 鈴木 智子 

 4thCl 草柳 翔平  B.Cl 永谷 紀子 

 

２６．県立有馬高等学校  クラリネット５重奏 

   クラリネット ファイブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白川 毅夫 

 1stCl 菊池 香織  2ndCl 中平 侑里  3rdCl 千葉麻紗美  4thCl 原  沙依 

 B.Cl 桑原麻友子 

 

２７．県立綾瀬高等学校  クラリネット４重奏 

   クローバー ファンタジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三浦 真理 

 1stCl 紙屋美喜子  2ndCl 斎藤亜紗美  3rdCl 戸田 敬子  B.Cl 大澤 樹理 

 

２８．聖セシリア女子中学校・高等学校 クラリネット４重奏 

   「プレリュードとダンス」より ダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M.カルル 

 1stCl 久川 珠希  2ndCl 中山由美子  3rdCl 新堀 綾子  4thCl 播磨谷桃子 

 

２９．県立大和西高等学校  クラリネット４重奏 

   クローバー ファンタジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三浦 真理 

 1stCl 下川  咲  2ndCl 森町あゆみ  3rdCl 小野瀬優維  B.Cl 池田 信子 

 

３０．県立中央農業高等学校 クラリネット３重奏 

   三重奏曲 より Ⅱ，Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M.プート 

 1stCl 鈴木 智佳  2ndCl 榎本 二三  3rdCl 豊田 紫織 

 

３１．県立座間高等学校  フルート４重奏 

   想い出は銀の笛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三浦 真理 

1st 岡安沙智子  2nd 江川  望  3rd 石川 絵梨  4th 長尾亜矢子 



３２．県立厚木高等学校  フルート３重奏 

   第２小組曲より 春の歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.アルビージ 

1st 桃野 加奈子  2nd 穴沢  幸  3rd 岩﨑 奈穂 

 

３３．県立厚木西高等学校  フルート３重奏 

   フルート吹きの休日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J.カステレード 

1st 中西 里美  2nd 迫田 眞澄  3rd 大上 愛子 

 

３４．県立厚木東高等学校  木管８重奏 

   小組曲 より 行列・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C.ドビュッシー／厚木東高吹奏楽部編 

1stFl 霜島かおり  2ndFl 大野 恵実  Ob 小笠原亜美  A.Sax 徳丸 麻美 

 T.Sax 近藤 智子  1stHrn 荒井 祐太  2ndHrn 佐久美紘子 St.Bs 新田 綾乃 

 

 

◇◇◇ フェスティバルの部 ◇◇◇ 

 

１．県立有馬高等学校  打楽器５重奏 

ジムナスティック ゲームス より Ｖ 段違い平行棒・・・・・・・・・・・・・・・・・西原 大樹 

Timp 森澤 伸  Mar.A 磯部 未栄  Mar.B 山口かすみ  Mar.C 花村 朋枝 Mar.D 東出 学 

 

２．座間市立東中学校  打楽器４重奏 

ポップトーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本 教生 

 Timp 吉田 早織  3Toms 金谷 紗希  S.Dr. 樋口 綾佳  B.Dr. 奥瀬 美砂 

 

３．県立厚木高等学校  バリトン・チューバ４重奏 

   ポップ スイート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.フラッケンポール 

 1stEuph 品田佳那子  2ndEuph 松原  葵  1stTub 麻生 裕貴  2ndTub 池田  涼 

 

４．厚木市立南毛利中学校 ホルン３重奏 

   タッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・芹澤 寛明／野沢 真也 

   1st 吉岡 可菜  2nd 堀田 綾乃  3rd 筒井 杏里 

 

５．県立座間高等学校  クラリネット８重奏 

カプリッチョ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八木澤教司 

 Es.Cl 石川 陽子  1stCl 中村  瞳  2ndCl 関谷いずみ  3rdCl 榊枝 佑紀 

 4thCl 西脇さおり  A.Cl 伊佐山絢子  B.Cl 秋田 晴香  St.Bs. 佐伯 裕介 

 

６．座間市立座間中学校  フルート３重奏 

   ラルゲットとメヌエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・W.A.モーツァルト／R.R.ギュンター 

1st 内山 知子  2nd 菅原 彩佳  3rd 山口ひとみ 

 

７．座間市立栗原中学校  フルート・クラリネット８重奏 

   愛の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E.エルガー／鈴木  崇 

 1stFl 中條  鈴  2ndFl 菅原 未紅  3rdFl 橋本あかり  4thFl 古市 玲奈 

 5thFl 藤  希望  6thFl 下野 恵美  Cl 杉山ちしお  B.Cl 八倉巻早紀 

 

８．けんおうファゴッティアーデ（宮ヶ瀬中合同） ファゴット・コントラバス５重奏 

雷鳴と稲妻（剣士の入場）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J.フチーク／J.イスクラ 

1stFg 冨田琢哉（宮中顧問）  2ndFg 稲葉真季（厚木中学校）  3rdFg 岡本周也（宮ヶ瀬中学校） 

4thFg 中井里美（厚木高校）  St.bs. 小林愛由（厚木高校） 

 

― お知らせ ー 

第４回 県央アンサンブルコンテスト 《中学の部》 

平成１５年１１月２４日（月・祝）ハーモニーホール座間 大ホール１０：３０開演 入場券 ５００円 

注：本日お持ちの「高校の部入場券」ではご入場できません。当日券発売は９：３０～を予定しています。 


