【2019 年】第 44 回全日本学生ギターフェスティバル≪受賞一覧≫
第44回全日本学生ギターフェスティバル
江戸川区総合文化センター 大ホール
2019 年 8 月 19 日(月)

合奏部門

最優秀賞
特別金賞
特別金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞

船橋市立八木が谷中学校ギター部

八重山・宮古の三つの島の唄より「狩俣ぬくいちゃ」
指揮/熊谷達也
…………………松下耕(熊谷編)
さいたま市立植竹中学校ギター部
星月夜ニ想フ …………………………百瀬賢午
指揮/高橋あゆみ
埼玉県立所沢高等学校ギター部
序曲｢ポンテ･フェリーチェ｣ ……………畑中雄大
指揮/間宮優佳
鎌ケ谷市立第二中学校ギター部
雨～水と光のファンタジア………………百瀬賢午
指揮/藤尾ゆにか
埼玉県立坂戸高等学校ギター部
花宴………………………………………百瀬賢午
指揮/関ひかり
鎌倉女学院中学校･高等学校マンドリン・ギター部
パストラル～そら･くも･かぜ～…………百瀬賢午
指揮/野﨑莉穂
鎌ケ谷市立第五中学校ギター部
パルティション･オラージュ ……………畑中雄大
指揮/岩崎美由紀
静岡県立富士宮西高等学校ギター部
海の上の白鳥……………………………畑中雄大
指揮/道前志保

銀賞
銀賞
銀賞
銀賞
銅賞
銅賞
銅賞
銅賞

藤沢市立鵠沼中学校ギター合奏部
指揮/米山成二
千葉県立千葉女子高等学校マンドリン・ギター部
指揮/永田房代
船橋市立前原中学校ギター・マンドリン部
指揮/大野亜由美
ギターアンサンブル楽夢音
指揮/高橋あゆみ
相模原市立上溝中学校ギター合奏部
指揮/佐々木竜也
さいたま市立春里中学校ギター・マンドリン部
指揮//三浦謙斗
関東第一高等学校軽音楽部
指揮/田中重次
静岡県立磐田北高等学校ギター部
指揮/高橋俊亮

舞踊風組曲第二番……………久保田孝(寺田編)
Pastral Fantasy ………………藤掛廣幸
劇伴風序曲「政宗」………………畑中雄大
花笠音頭…………………………畑中雄大
歌劇｢カルメン｣より｢アラゴネイズ、ハバネラ前奏曲｣
………ビゼー(新堀～寺田編)
鳥の歌………………………………百瀬賢午
とある昆虫博士の日記……………畑中雄大
翼……………………………………百瀬賢午

第44回全日本学生ギターフェスティバル
重奏部門本選～結果～
江戸川区総合文化センター 大ホール
2019 年 8 月 19 日(月)

重奏部門

藤沢市立鵠沼中学校
特別金賞

細川 日向子(Sp)・西村 愛美(P)・黒川 桃花(P)
中村 樹凜(P.Cem)・谷津 百香(B)・桑原 沙藍(Gr)

船橋市立八木が谷中学校
金賞

金子 咲良(A)・穐葉 由唯(A)・土橋 茉紘(A)
佐々木 紗弥(P)・髙橋 沙愛(B)・勝野 彩陽(Gr)

ディアブロ・ロッホ
…………ロドリーゴ・イ・ガブリエラ(田中編)
Let It Go
………………………………ロペス(寺田編)

埼玉県立所沢高等学校
金賞

岩田 桜奈(Sp)・石田 雅(P)・三澤 弥太郎(P)
東谷 万桜(P.Cem)・秋田 航希(B)・川島 駿太(Gr)

鎌倉女学院中学校・高等学校
金賞

鈴木 優佳(M)・脊山 夏帆(M)・鈴木 聡美(M)
大庭 芙海(P)・弓木 芽育(B)・小泉 まり(Gr)

静岡県立富士宮西高等学校
金賞

江平 和乃子(Sp)・伊藤 花純(P)・高木 璃音(P)
鈴木 陽葉(P.Cem)・本田 日花(B)・川井 梨紗子(Gr)

藤沢市立鵠沼中学校
金賞

蓮見 萌(A)・新井 結葉(A)・平塚 春奈(P)
篠崎 里菜(B)・舘脇 初衣(CB)・桑原 沙藍(Gr)

埼玉県立所沢高等学校
金賞

山崎 那奈(Sp)・根本 将大(P)・粕谷 花鈴(P)
大澤 可歩(P.Cem)・斉藤 伊吹(B)・森下 あいる(Gr)

猫ふんじゃった変奏曲……………………田口尋夢
お前のカーネーションをおくれよ
………スペイン学生歌(橋本～女四編)
The Trooper
………………………………ハリス(堺編)
パートオブユアワールド
…………メンケン(百瀬編)
ロック オブ ベートーベン
…………………畑中雄大

鎌倉女学院中学校・高等学校
銀賞

櫻井 怜奈(M)・茅原 花野子(M)・藤森 遥(Sp)
髙島 早矢(P)・高木 優花(B)・矢口 穂乃佳(CB)

船橋市立八木が谷中学校
銀賞

鈴木 沙彩(A)・山崎 菜波(A)・松本 澪(A)
鈴木 愛(P)・蔦宗 未來(B)・戸張 遥絵(Gr)

手紙～拝啓十五の君へ～
……………………アンジェラ・アキ(畑中編)
渚のアデリーヌ～星空のピアニスト
……セネヴィル＆トゥッサン(高橋編)

鎌ケ谷市立第五中学校
銀賞

飯島 萌(A)・志田 晴香(A)・佐藤 涼夏(A)
小山内 沙羅(A)・曽宮 彩子(P)・田辺 千結(B)
高木 美海(Gr)

鎌倉女学院中学校・高等学校
銀賞

喜多 叶奈子(M)・水野 優花(M)・山崎 史織(P)
小林 千夏(P)・野田 彩夏(B)・三宅 可乃(CB)

船橋市立八木が谷中学校
銀賞

髙橋 心(A)・渡邊 楓(A)・荻原 実雪(P)
髙橋 桃葉(B)・堀之内 乙葉(Gr)

埼玉県埼玉栄高等学校
銀賞
銀賞

三田 利貴(M)・長谷部 智也(P)・平田 円香(P)
嶌崎 恵美(M)

立川女子高等学校
高橋 優衣(P)・古川 沙絵(P)・福島 心優(P)

星に願いを～バレー曲「眠れる森の美女より」ワルツ
……………ハーリン＆チャイコフスキー(小林編)
波乗りジョニー
……………………桑田佳祐(寺田編)
組曲スイーツより｢スイートポテト｣
………畑中雄大
遠い日
…………………………………………丸本大悟
カヴァティーナ
…スタンリー・マイヤーズ(川俣編)

さいたま市立春里中学校
銅賞

佐藤 真衣(Sp)･遊佐 紀香(P)･中村 有貴(P)
吉崎 未空(P)･矢部 美琴(P)
久保田 七海(P.Cem)･山下 紗英(B)
中﨑 万結(B)･久保木 萌(CB)･岡﨑 奈那子(Gr)

鎌ケ谷市立第五中学校
銅賞

大森 花菜(A)・笹山 奈々花(A)・上村 萌々香(A)
古川 環(P)・大和田 乃笑(B)・菊池 結心(Gr)

女郎花
…………………………………………田口尋夢

お前のカーネーションをおくれよ
………スペイン学生歌(橋本～女四編)

鎌ケ谷市立第二中学校
銅賞

西 綾香(A)・山之内 奏夢(A)・打譯 心乃(A)
荒川 由奈(P)・齋藤 たえ(B)・及川 七楓(Gr)

船橋市立前原中学校
銅賞
銅賞
努力賞

前田 篤哉(Sp)・内木場 友亮(P)・伊奈 彩香(P)
西岡 誠嗣(P.cem)・伊藤 裕允(B)・伊東 大成(Gr)

日本大学高等学校
増田 きょう子(P)・森口 亜希子(P)・大平 小翔音(P)

相模原市立上溝中学校
原 萌菜(A)・佐野 侑愛(P)・川中 彩可(B)

組曲スイーツより｢スイートポテト｣
………畑中雄大
花笠音頭
………………………………………畑中雄大
タンギージョ・デ・カディス
………………アンダルシア民謡（三澤編）
愛の挨拶
……………………………エルガー(寺田編)

第44回全日本学生ギターフェスティバル
独奏部門 ～本選結果～
2019年8月18日(日)
新堀学園「シュトラウスホール」
独奏部門
≪小学生の部≫

金賞
金賞
金賞
銀賞
銀賞
銀賞
銀賞
銅賞
努力賞
努力賞
努力賞

船橋 三四郎
青田 大樹
石井 慶二
二方 心蓮
百瀬 仁
鈴木 月維
茂手木 伶哉
ガス 美紗
源間 歩実
奥田 萌叶
森元 悠貴

サンデーモーニングオーバーキャスト……ヨーク
カナリオス………………………………サンス
サンバースト……………………………ヨーク
タンゴ・アン・スカイ……………ディアンス
ホーム……………………………………ヨーク
ケンプ氏のジグ………………………作者不詳
ロンド……………………………………カルリ
小さなマーチ………………………カルカッシ
風の丘……………………………………久石譲
ポコ･アレグレット ト長調……………カルリ
カナリオス………………………………サンス

独奏部門
≪中高生の部≫

金賞
銀賞
銀賞
銅賞
奨励賞

小林
角谷
石川
枝本
内海

リブラソナチネより第3楽章「フォーコ」………ディアンス
ワルツ クリオロ………………………ラウロ
サンバースト……………………………ヨーク
グリーン ガリアルド…………………ヨーク
サルタレーリョ………………………ガリレイ

恵慈
琉之介
優羽輝
彩希
美萊

