第15回 全国高等学校選抜オーケストラフェスタ
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12月26日（金）

開会式
宮城学院高等学校 弦楽アンサンブル
ブリテン／シンプル・シンフォニー
栃木県立鹿沼高等学校 音楽部管弦楽団（指揮：後藤和子）
ハチャトゥリアン／組曲「仮面舞踏会」
より
品川女子学院 チェンバーオーケストラ部（指揮：小山 誠）
エルガー／弦楽セレナーデ
エルガー／「威風堂々」第１番
浦和明の星女子中学・高等学校 アンサンブル部（指揮：森田真奈子）
ドヴォルザーク／序曲「謝肉祭」
群馬県立中央中等教育学校 管弦楽部
（指揮：高尾 博）
チャイコフスキー／交響曲第５番第４楽章
国府台女子学院中学・高等部 オーケストラ部
（指揮：星 乘昭）
ベートーヴェン／交響曲第３番「英雄」第１楽章
聖心女子学院中・高等科 オーケストラ部（指揮：松下修子）
サン=サーンス／歌劇「サムソンとデリラ」
より バッカナール
成田高等学校 音楽部（指揮：椙山由美子）
スメタナ／交響詩「わが祖国」
より モルダウ
森村学園中高等部 管弦楽部（指揮：深井祥二）
コーツ／「ダムバスターズ」マーチ
チャイコフスキー／交響曲第５番第４楽章
休 憩
聖徳大学附属中学校・高等学校 管弦楽部（指揮：幸重雅也）
グリーグ／「ホルベルク」組曲より 前奏曲 ガヴォット
ハイドン／交響曲第１０４番「ロンドン」第４楽章
国際基督教大学高等学校 オーケストラ部（指揮：竹内 修）
ブラームス／大学祝典序曲
福島県立福島高等学校 管弦楽団（指揮：石川千穂）
モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
ヘルメスベルガー／悪魔の踊り
明星中学・高等学校 明星学苑ジュニアオーケストラ
（指揮：山田喜也）
カバレフスキー／組曲「道化師」
より
宮城県宮城第一高等学校管弦楽部・宮城県仙台第一高等学校室内楽部 合同オーケストラ
モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲
（指揮：藤岡 恭）
ウェーバー／歌劇「オベロン」序曲
（指揮：菅野淳一）
福島県立橘高等学校 管弦楽部（指揮：宗形健一）
ブリテン／音楽の夜会（ソワレ・
ミュージカル）
清真学園高等学校・中学校 オーケストラ
（指揮：小川啓二）
コープランド／市民のためのファンファーレ
コープランド／エル・サロン・メヒコ
福岡市立福岡西陵高等学校 管弦楽部（指揮：松田和宏）
ヴェルディ／歌劇「運命の力」序曲
Ｊ．
ウィリアムズ／「スターウォーズ」組曲より 王座の間とエンド・タイトル
栃木県立栃木女子高等学校 オーケストラ部（指揮：茂木信義）
ベルリオーズ／幻想交響曲第４
・
５楽章
演奏終了

A日程
09：30

第1日目

第2日目

12月27日（土）

選抜弦楽アンサンブル・
・
・
・指揮：大川内弘（元日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター）
グリーグ／２つの悲しき旋律
選抜オーケストラ・
・
・
・指揮：河地良智（洗足学園音楽大学大学院教授）
チャイコフスキー／祝典序曲「１８１２年」
酒田市立酒田中央高等学校 音楽部（指揮：前田孝夫）
エルガー／弦楽セレナーデ
尚絅学院中学高等学校管弦楽部・宮城県富谷高等学校弦楽合奏部 合同オーケストラ
ホルスト／「セントポール組曲」第１楽章（指揮：天野綾子）
スッペ／詩人と農夫（指揮：小川佑弥）
明星学園中学校・高等学校 アンサンブルクラブ
（指揮：山崎 聡）
ベートーヴェン交響曲第５番第４楽章
埼玉県立大宮光陵高校 管弦楽団（指揮：田尻 桂）
デュカス／交響詩「魔法使いの弟子」
横浜英和女学院高等学校 オーケストラ部（指揮：河合尚市）
バーンスタイン／「ウエストサイドストーリー」
静岡県西遠女子学園オーケストラ部（指揮：村木秀駿）
ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
より第１幕への前奏曲
千住明（村木秀駿編曲）／風林火山より
B.チェース編曲／クリスマスソング・メドレー
福島県立郡山商業高等学校 管弦楽部（指揮：本橋義彰）
シベリウス／交響曲第２番第４楽章
京都女子中学・高等学校 オーケストラクラブ
（指揮：成瀬浩健）
ハチャトゥリアン／「ガイーヌ」
より 剣の舞
ブラームス／交響曲第２番第４楽章
千葉県立幕張総合高等学校 シンフォニックオーケストラ部
プロコフィエフ／バレエ「シンデレラ」
より
（指揮
：佐藤 博）
Ｊ．
ウィリアムズ／スーパーマン・
リターンズ
（指揮：堀口智絵）
演奏終了
記念式典
選抜ヴァイオリンコンチェルト
指揮：河地良智（洗足学園音楽大学大学院教授）ヴァイオリン・ソリスト：ルカ・クストリッヒ（オーストリア）
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
主催者挨拶
高校オーケストラ連盟事業に参加して
（生徒代表3名）
来賓祝辞
式典閉会

B日程
15：00
15：20
15：42
16：00
16：14
16：29
16：49
17：07
17：23

17：42

17：56

09：50

10：05
10：40
10：55
11：10
11：29
11：44
12：00
12：18

12：33
13：40
14：01
14：16
14：36
14：55
15：15
15：33
15：50
16：10
16：23
16：33

12月27日（土）

静岡県立富士宮東高等学校オーケストラ部・静岡県立清水南高等学校・同中等部管弦楽部
合同オーケストラ
（指揮：大内優子）
ビゼー／「アルルの女」第２組曲より パストラール 間奏曲 ファランドール
群馬県立桐生女子高等学校 管弦楽部（指揮：朝倉康雄）
ブラームス／交響曲第１番第４楽章
目黒星美学園中学高等学校 管弦楽部（指揮：小宅祐輔）
エルガー／行進曲「威風堂々」第１番
バデルト／パイレーツ・オブ・カリビアン
千葉県立津田沼高等学校 オーケストラ部（指揮：井ノ森久詩）
芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽
神奈川大学附属中・高等学校 音楽部シンフォニーオーケストラ
（指揮：柳下裕俊）
カバレフスキー／組曲「道化師」
より
休 憩
長野県上田高等学校 室内楽班（指揮：長谷川和生）
ヴィヴァルディ／協奏曲「調和の霊感」
より第２番ト短調ＲＶ５７８
浜松開誠館中学校・高等学校 管弦楽部（指揮：島津清武）
ホルスト／組曲「惑星」
より 木星
アンダーソン／トランペット吹きの休日
明治大学付属中野中学高等学校 音楽部（指揮：芝﨑豊春）
プロコフィエフ／「ロメオとジュリエット」組曲第２番より
モンダギュー家とキャピュレット家
チャイコフスキー／交響曲第４番第４楽章
岡山県立岡山朝日高等学校 管弦楽団
（指揮：松北髙行）
ハチャトゥリアン／「ガイーヌ」
より 剣の舞 ばらの少女たちの踊り
子守歌 レズギンカ
J.ウィリアムズ／スターウォーズ・メインテーマ
演奏終了

B日程
09：30

第1日目

第2日目

12月28日（日）

選抜弦楽アンサンブル・
・
・
・指揮：大川内弘（元日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター）
グリーグ／２つの悲しき旋律
選抜ヴァイオリンコンチェルト
指揮：河地良智（洗足学園音楽大学大学院教授）
ヴァイオリン・ソリスト：ルカ・クストリッヒ
（オーストリア）
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
選抜オーケストラ・
・
・
・指揮：河地良智（洗足学園音楽大学大学院教授）
チャイコフスキー／祝典序曲「１８１２年」
活水中学高等学校 アンサンブル部（指揮：山口真樹人）
シベリウス／祝祭アンダンテ
B.バカラック／雨にぬれても
新潟県立高田高等学校 管弦楽団（指揮：小倉瑞生）
ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界より」第4楽章
静岡県立浜松西高等学校・同中等部 弦楽部（指揮：太田高司）
コープランド／組曲「赤い子馬」
チャイコフスキー／「弦楽セレナーデ」第１楽章
安城学園高等学校 オーケストラ
（指揮：吉見光三）
ドヴォルザーク／序曲「謝肉祭」
千葉市立稲毛高等学校・附属中学校 稲毛フィルハーモニー管弦楽団（指揮：中山邦夫）
グリーグ／「ペール・ギュント」
より 山の魔王の宮殿にて
星出尚志／ディズニー・ファンテリュージョン
広島大学附属中・高等学校 管弦楽班（指揮：原 寛暁）
Ｊ．
シュトラウスⅡ／ポルカ
「雷鳴と電光」
Ｊ．
ウィリアムズ
（原寛暁編曲）
／「ハリー・ポッター」
埼玉県立浦和西高等学校管弦楽部・春日部共栄中学高等学校管弦楽部
合同オーケストラ
バーンスタイン／「キャンディード」序曲
（指揮：阿部恭三）
デュカス／交響詩「魔法使いの弟子」
（指揮：菊沢直衛）
休 憩
長野県長野高等学校 管弦楽班（指揮：松井深之）
ブラームス／交響曲第１番第４楽章
千葉県立千葉高等学校 オーケストラ部（指揮：飯田仁志）
ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
より第１幕への前奏曲
千葉県立船橋高等学校 オーケストラ部（指揮：鎌田一美）
チャイコフスキー／バレエ「くるみ割り人形」
より
埼玉県立川越女子高等学校 弦楽オーケストラ部
バッハ／Ｇ線上のアリア
（指揮：平岡綾香）
ウォーロック／「カプリオール」組曲
（指揮：本間愛里）
江戸川女子中学高等学校 管弦楽団（指揮：佐野直樹）
シベリウス／交響曲第２番第3・4楽章
関東学院中学校高等学校 オーケストラ部（指揮：繁下拓也）
ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」第３
・
４楽章
東京都立青山高等学校 青山フィルハーモニー管弦楽団
（指揮：渡辺泰裕）
ブラームス／大学祝典序曲
東京都立日比谷高等学校 フィルハーモニー管弦楽団（指揮：松崎 駿）
ボロディン／交響曲第２番第１
・
４楽章
千葉県立千葉女子高等学校 オーケストラ部（指揮：山岡 健）
ボロディン／歌劇「イーゴリ公」
より ダッタン人の踊り
閉会式
終 了

