
第１回 FUKUOKA クラリネットソロコンテスト 
〜中学校の部・⾼校の部〜 

福岡市⽂化芸術振興財団 FFAC ステップアッププログラム⼈材育成部⾨採択事業 
【開催要項】 

１．名 称    第１回 FUKUOKA クラリネットソロコンテスト 中学校の部 
第１回 FUKUOKA クラリネットソロコンテスト ⾼校の部 

２．期 ⽇    令和３年１２⽉１１⽇（⼟）９:30〜16:00（予定） 
                １２⽇（⽇）９:30〜16:00（予定） 
３．会 場    福岡市城南市⺠センターホール 
４．主 催    GranLegato（⼭⽥美裕貴） 
５．助 成    （公財）福岡市⽂化芸術振興財団「FFAC ステップアップ助成プログラム採択事業」 
６．後 援    福岡市（公財）福岡市⽂化芸術振興財団  福岡吹奏楽連盟  

（株）ビュッフェクランポンジャパン  クレモナ楽器 
７．部 ⾨    中学１年⽣の部 中学２年⽣の部 中学３年⽣の部 
         ⾼校１年⽣の部 ⾼校２年⽣の部 ⾼校３年⽣の部 
         バスクラリネットの部 
８．課題曲    部⾨ごとにスケールとエチュード、⼜は任意の⾃由曲１曲を演奏すること。 

スケールについては講習会で配布の譜例通り演奏すること。 
９．演奏時間    中学⽣３分 ⾼校⽣５分  
１０．表彰・賞    最優秀賞・優秀賞・奨励賞で全員表彰し、特に優れた者に審査員賞を授与する。 
         ※副賞・参加賞あり 
１１．推 薦    参加者の中で最優秀受賞者より２０２２年２⽉２０⽇（⽇）開催 

クラリネットオーケストラコンサートへの（指揮⽔﨑徹 コンサートマスター伊藤圭） 
ソリスト出演者として推薦するものとする。※詳細は後⽇コンテスト参加者に通知する 

１２．審査員    （五⼗⾳順・敬称略） 

         伊藤 圭（NHK 交響楽団⾸席クラリネット奏者） 

         ⽔﨑 徹（元九州交響楽団クラリネット奏者） 

         ⼭⽥ 美裕貴（九州管楽合奏団クラリネット奏者） 

１３．定 員    全部⾨合わせて５０名程度 
１４．受付期間    令和３年１１⽉８⽇（⽉）〜令和３年１１⽉２１⽇（⽇） 
１５．参加費    中学⽣３,０００円   ⾼校⽣５,０００円 
         ※出場者には審査員によるクラリネットの響きコンサートの無料招待券１枚を進呈。 
１６．⼊場料    コンテスト聴講５００円 
１７．講習会    コンテストにあたり事前に講習会を開催する。課題曲の譜例配布も⾏う。 

コンテストへの参加申込み予定者は講習会へ必ず１回は出席すること。（全３⽇） 
⾃由曲での参加の場合は基礎講習会出席を必須としない。 
※講習会についての詳しい内容は【講習会案内】に記載 

 



１８．申し込み⽅法 指定の⽤紙に必要事項を記⼊の上、１１⽉２１⽇（⽇）までに 

FAXまたは E-Mailでお申込みください。 

         E-Mail：ongaku.fukuoka@gmail.com 

         FAX：092-409-4864 

【注意事項】 

※出演順はいずれも主催者が決めます。 

※制限時間を超えた場合は、演奏を中断していただくことがありますが、審査に影響はありません。 

※出演時間は変更になる場合があります。 

※録⾳・録画は禁⽌となります。 

※コンクールの為会場での携帯電話の使⽤はお断りしています。 

※審査会場への⼊場は⼩学⽣以上に限ります。 

※受付時に検温し、体温が 37.5 度以上の⽅は出演をお断りすることがあります。 

※⼿指消毒の協⼒をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染予防策として、座席を減じてのチケット販売・⼀般公開となります。 

※⽇程はやむを得ない理由で変更になることがあります。 

 

審査員によるクラリネットの響きコンサート 
城南市⺠センターホール（５００席）  令和 3 年 12⽉ 12⽇（⽇）17：00 開演 

⼊場料  学⽣ 1000円 ⼀般 2000円（当⽇券あり） 

曲⽬ クラリネット五重奏曲 イ⻑調 K. 581 他 

演奏   バイオリン  原 雅道 

バイオリン  ⽵下 芳乃 

ビオラ    ⽮島 千愛 

チェロ    ⽩⽔ ⼤地 

クラリネット 伊藤 圭 

※５０〜６０分の休憩を挟まない短いコンサートです。 

※ソロコンテスト出演者はコンサートご招待の為⼊場無料です。 

※コンサート終了後に表彰式を予定しています。表彰式への参加辞退者は当⽇主催者までお知らせ下さい。 

【推薦者について】 

２０２２年２⽉２０⽇に予定しているクラリネットオーケストラコンサートはコンサート出演メンバーを公募

する。プロアマ問わずクラリネット奏者の集うコンサートとする。⼩編成から⼤編成（約 100 名）の Clarinet

の祭典。メンバー公募は 12⽉ 12⽇のコンテスト終了後に受付開始。演⽬はソリスト選出後に決定する。 



課題曲 
【スケールについての注意事項】 

※中学の部２年⽣以上は①・②より当⽇指定されたものを演奏すること。 
※⾼校の部は各課題より１つを当⽇指定とする。 

※⾼校の部は課題のすべての調でスラー・タンギングとする。アーティキュレーションは当⽇指定 

   【中学１年⽣の部】  

■スケール  ①C dur /a moll  ・2オクターブ ・スラー 

■エチュード ランスロ 26 のエチュード 1.3.4.5 から任意の１曲を演奏すること。 

 

【中学２年⽣の部】 

■スケール  ①G dur/e moll    ・2オクターブ  

②F dur /d moll    ・dur スラー・mollタンギング 

 

■エチュード ランスロ 26 のエチュード 6.7.8.9 から任意の１曲を演奏すること。 

 

【中学 3 年⽣の部】 

■スケール  ①D dur/h moll    ・2オクターブ  

②B dur/g moll     ・dur スラー・mollタンギング 

■エチュード ランスロ 26 のエチュード 11.13.16.17より任意の１曲を演奏すること。 

 

【⾼校⽣の部】 

■スケール  １年⽣♯・♭ 0〜1 つまで   （全学年共通） 

        ２年⽣♯・♭ 0〜２つまで   ・2オクターブ 

        ３年⽣♯・♭ 0〜３つまで      ・dur /mollスラーとタンギング 

■エチュード ランスロ 26 のエチュード  

※（A）・（B）それぞれのカテゴリーから⼀曲ずつ選び、計２曲を演奏すること。 

（A）11.13.14.15.18.20.21 

（B）10.12.16.17.19.22〜26 

または 

ローズ 32のエチュード 1〜10から任意の１曲を演奏すること。 



【バスクラリネットの部】 

   ■スケール  1 年⽣ C dur 

          2年⽣ F dur 

          3 年⽣ G dur 

       ※中学⽣はスラーで１オクターブ、⾼校⽣は２オクターブ演奏すること。 

              ■エチュード ランスロ 26 のエチュード 1.3.4.5.6.7.8.9.11.13.16.17より任意の１曲を 

演奏すること。 

 

       ※下記は⾃由曲部⾨の選曲参考を記載 （ラッセ、ボザ、ハデルマンはバスクラリネット作品） 

     （⾃由曲参考曲⼀覧） 

・ウェーバー作曲 コンチェルティーノ    ・ウェーバー作曲 コンチェルト 1番 

・ウェーバー作曲 コンチェルト 2 番     ・ウェーバー作曲 序奏と変奏 

・ウェーバー作曲 変奏曲 Op.３３      ・メサジェ作曲 ソロドコンクール 

・ラボー作曲 ソロドコンクール       ・ガーデ作曲 幻想⼩曲集 

・ラッセ作曲 リート                ・ボザ作曲 バラード 

・ハデルマン作曲 バスクラリネットにスポットライトを 

※要項・楽譜については⼀部を特設ページにファイルをアップしています。 

ダウンロードしてご利⽤ください。http://granlegato.com/ パスワード[ongaku] ※ダウンロードの際に必要です。 

 
ソロコンテスト開催にあたって 

（主旨） クラリネットを通して⼈材育成を達成する。コロナ禍における活動制限下においても、⼦どもたちに本 
物に触れる機会を作りたい。吹奏楽をはじめ部活動をきっかけにしてクラリネットに携わる若者の為に、指導者・
参加者 とともに「いい演奏」について深く⾒つめる企画  
（⽬的⽬標） プロの指導の下、基礎⼒ UP につながる内容のソロコンテストを開催。出場経験が⼀⼈⼀⼈の糧
となり、正しい奏法を学ぶ機会となることを期待している。ステージで表現する喜びや⼈に⾳楽を伝える意思を
持つことの⼤切さを感じてほしい。表現⼒には基礎の技術が必要であるという認識と、楽器というものはそれぞ
れにアカデミックで芸術性や専⾨性の⾼いものであることを再認識する機会となれば喜ばしい事である。⾳楽に
関⼼や興味を持つ⼦どもたちの早期専⾨教育に注視し専念することで、頑張る楽しさへの気づきの補助となり、
本物に触れる機会が未来の奏者を育てる始まりとなれば本望である。 
(全体の流れ) 

①事前指導・講習会〜②③リハーサル〜③本番〜①審査員コンサート〜③Clarinet⼤合奏 
（11/14.20.21）   （12/11）  （12/12） （12/12）      （2/20） 

①学ぶ（インプット） 

②経験する（アウトプット）      ③挑戦する（トライアウト） 



【講習会案内】 
 
１．⽬ 的    クラリネットの演奏技術上達に不可⽋な基礎知識について現段階の個々のレベルにあわせて

丁寧に学習し、⽇頃の部活動でのアンサンブルに技術をいかすことができるようになる。 
 
２．期 ⽇    令和３年１1 ⽉１４⽇（⽇）午前の会 ９:00〜12：00 午後の会 13：00〜16：00 
                ２０⽇（⼟）午前の会 ９:00〜12：00 午後の会 13：00〜16：00 

２１⽇（⽇）午前の会 ９:00〜12：00 午後の会 13：00〜16：00 
２８⽇（⽇）※予備⽇・場所未定 
 

３．会 場    福岡市⽴姪浜中学校 ⾳楽室 
 
４．主 催    GranLegato（⼭⽥美裕貴） 
 
５．受講料    500円 （午前/午後 終⽇希望者は 1000円） 
 
６．対 象    中学⽣・⾼校⽣ コンテストの参加者は必須（参加を希望しなくても参加可能） 
 
７．内 容    アンブシュア・運指・タンギング等の基本奏法指導 

第１回 FUKUOKA クラリネットソロコンテスト出場の課題曲練習 
リードの選び⽅、⽇課練習、スケールの練習、等 
 

８．講 師    伊藤圭   （※11/20 のみ） 
⽔﨑徹   （11/14.20.21） 
⼭⽥美裕貴 （11/14.20.21.28） 
 

９．持参品   ・楽器 ・譜⾯台 ・筆記⽤具 ・上靴 ・⽔筒（終⽇希望者は弁当持参） 
  
1 0 .申 込    コンテスト申込⽤紙に必要事項を記⼊して講習会前⽇までに 

メールまたは FAX送信してください。 

e-mail：ongaku.fukuoka@gmail.com FAX:092-409-4864 

1 1 .お問合せ    090-5475-7709（⼭⽥） 
※ご質問等は上記のお問合せへご連絡ください。 

※技量レベルによるクラス分けを⾏います。当⽇お伝えします。 

※バスクラリネットのクラスを設けます。 

※午前午後は同⼀内容となります。 

※レベルに合わせたクラス編成の為、午前/初級、午後/中級等の終⽇受講も可能です。（当⽇申請可） 

※１か⽉後のコンサートホールでのコンテスト本番へ向けて⽬的を持ち練習をするための基礎講習会となります。 

※コンテストの参加意思がない場合でもこの講習会は参加していただけます。 

※三⽇間の講習会は内容のステップアップを想定しています。可能な限り全⽇程の参加をお願いします。 


