
部門 中学校

地区 名古屋

会場 中京大学文化市民会館プルニエホール

開演時間 10:05

終演時間 16:15

入場料 無料

出演順 学校名・団体名 演奏予定時間編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語）

1 はとり中学校 10:08 打楽器六重奏 カプリス 金田　真一

2 北陵中学校　 10:15 打楽器六重奏 第二組曲 金田　真一

3 大高中学校 10:22 打楽器五重奏 エオリアン・クインテット 金田　真一

4 左京山中学校 10:29 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一

5 日比野中学校 10:36 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹

6 守山東中学校 10:45 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエーリ

7 愛知淑徳中学校 10:50 金管八重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

8 汐路中学校 10:55 金管八重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘

9 御幸山中学校 11:00 金管八重奏 第７旋法による８声のカンツォン　第1番 G.ガブリエーリ

10 神丘中学校 11:05 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエーリ

11 日比野中学校 11:10 金管八重奏 せきれいの尾 高橋　宏樹

12 はとり中学校 11:15 金管八重奏 第７旋法による８声のカンツォン　第２番 G.ガブリエーリ

13 東港中学校　 11:20 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエーリ

14 平針中学校 11:25 金管八重奏 文明開化の鐘 高橋宏樹

15 港南中学校 11:30 金管七重奏 ｢ピータールー｣序曲 M.アーノルド

16 城山中学校 11:35 金管六重奏 金管六重奏のための組曲 オストランスキー

17 日比津中学校 11:40 金管五重奏 マーチとガボット ヘンデル

18 港北中学校 11:45 金管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

19 左京山中学校 11:50 金管四重奏 序奏とアレグロ 酒井　格

20 南陽中学校 12:45 サクソフォン三重奏 小さな黒人 C.ドビュッシー

21 港北中学校 12:50 サクソフォン四重奏 グリムの古城 高橋　宏樹

22 御幸山中学校 12:55 サクソフォン四重奏 春の小径 広瀬　勇人

23 愛知淑徳中学校 13:00 サクソフォン四重奏 陽炎の舞踏 八木澤　教司

24 平針中学校 13:05 サクソフォン四重奏 アリオンの琴歌 八木澤教司

25 北陵中学校　 13:10 サクソフォン五重奏 ダンス C.ドビュッシー

26 大高中学校 13:15 サクソフォン五重奏 軍隊行進曲 シューベルト

27 日比津中学校 13:20 サクソフォン五重奏 フォスター・ラプソディー 鈴木英史

28 東港中学校　 13:25 サクソフォン八重奏 カルメンファンタジー ビゼー

29 守山東中学校 13:30 管打八重奏 「小組曲」より C.ドビュッシー

30 港南中学校 13:35 混成八重奏 ｢マ・メールロア｣より M.ラヴェル

31 はとり中学校 13:40 管弦七重奏 ベルガマス組曲より　月の光 C.ドビュッシー

32 城山中学校 13:45 木管六重奏 私は若い娘 モンテヴェルディ

33 左京山中学校 13:50 木管六重奏 「森のスケッチ」より　１　のばらに寄す　４　リーマスおじさん E..マクダウェル

34 汐路中学校 13:55 木管六重奏 管楽六重奏のための「春」より Ｈ.トマジ

35 日比野中学校 14:00 木管五重奏 「森のスケッチ」より　１　のばらに寄す　４　リーマスおじさん E..マクダウェル

36 東港中学校　 14:05 木管五重奏 木管5重奏曲 フランセ

37 南陽中学校 14:10 木管三重奏 フルート、オーボエとクラリネットのためのディベルティメント Ｍ．アーノルド

38 港北中学校 14:35 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤教司

39 神丘中学校 14:40 フルート三重奏 3本のフルートのための小組曲第2番 アルビージ

40 大高中学校 14:45 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤教司

41 日比津中学校 14:50 フルート四重奏 フルート４重奏のための想い出は銀の笛 三浦真理

42 愛知淑徳中学校 14:55 フルート四重奏 幻想小曲集より舟歌 グリフェス

43 汐路中学校 15:00 クラリネット四重奏 オーディションのための６つの小品より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅵ Ｊ.Ｍ.ドゥファイ

44 南陽中学校 15:05 クラリネット五重奏 ２本のクラリネットと３本のバセットホルンのためのアダージョkv.411 W.A.モーツァルト

45 新郊中学校 15:10 クラリネット五重奏 スピリット　ロードⅡ 鈴木　英史

46 港南中学校 15:15 クラリネット六重奏 組曲「クープランの墓」 M.ラヴェル

47 御幸山中学校 15:20 クラリネット六重奏 あやつり人形の葬送行進曲 C.グノー

48 北陵中学校　 15:25 クラリネット六重奏 あやつり人形の葬送行進曲 C.グノー

49 平針中学校 15:30 クラリネット七重奏 序奏とロンド G.ジェイコブ

50 神丘中学校 15:35 クラリネット八重奏 スリーダンス ウールフェンデン

51 守山東中学校 15:40 クラリネット八重奏 コラールと舞曲 V.ネリベリ


