
2021年度 第34回 中部日本個人・重奏コンテスト愛知県大会（高等学校の部） 開催要項 

主   催       愛知県吹奏楽連盟 ・ 中日新聞社 

主   管      愛知県高等学校吹奏楽連盟 

後   援      愛知県教育委員会・該当市町村教育委員会 （申請予定）・愛知県高等学校文化連盟（県大会） 

日時・会場 

   地 区 大 会 ※地区大会・県大会は関係者のみまたは無観客開催とする。 

  ［東 三 河］ 2022年 2月  5日 (土) 【個人の部】 豊川市文化会館 中ホール 

       【重奏の部】 豊川市文化会館 大ホール 

  ［西三河北］ 2022年 2月 11日 (金祝)       幸田町民会館 さくらホール 

  ［西三河南］ 2022年 2月 11日 (金祝)       パティオ池鯉鮒 かきつばたホール 

  ［名 古 屋］ 2022年 2月 11日 (金祝)【個人の部】 名古屋市熱田文化小劇場 ホール 

      2022年 2月 12日 (土) 【重奏の部】 名古屋市熱田文化小劇場 ホール 

  ［知  多］ 2022年 2月  5日 (土)        東海市芸術劇場 大ホール 

  ［東 尾 張］ 2022年 2月  5日 (土) 【個人の部】 日進市民会館 大ホール 

  2022年 2月  6日 (日) 【重奏の部】 日進市民会館 大ホール 

  ［西 尾 張］ 2022年 2月  6日 (日) 【個人の部】 江南市民文化会館 小ホール 

       【重奏の部】 江南市民文化会館 大ホール 

  愛知県大会 2022年 2月 27日 (日)        知多市勤労文化会館 つつじホール 

  本  大  会 2022年 3月 27日 (日) 【個人の部】 富山県 新川文化ホール 小ホール（1000/1000） 

       【重奏の部】 富山県 新川文化ホール 大ホール（1000/1000） 

参加規程〔中部日本個人・重奏コンテスト本大会規約（平成２７年５月９日改正）に準ずる。〕 

（１）本連盟に加盟している団体に限る。（１団体１部門とする） 

（２）中部日本個人・重奏コンテスト愛知県大会（高等学校の部）は、愛知県内７地区で選抜された個人、グルー

プが参加して、毎年１回実施する。 

（３）各地区大会とは原則として次のとおりとする。 

          １ 東三河地区 ２ 西三河北地区 ３ 西三河南地区 ４ 名古屋地区 

          ５ 知多地区  ６ 東尾張地区 ７ 西尾張地区 

（４）県大会および地区大会に参加する個人またはグループは、次の第１号の条件を満たした上で、第２号に該

当する条件を満たしていなければならない。 

１ 本連盟に加盟している団体に所属していること。 

２ 高等学校部門については、学校教育法に基づく高等学校およびこれに準ずる学校に所属しているこ

と。その構成メンバーは、同一高等学校に在籍し、正規の授業または部活動に参加している２年生ま

での生徒とする。ただし同一経営の学園内における小学校児童および中学校生徒の参加は認める。 

（５）同一奏者（伴奏者を含む）が、個人の部と重奏の部にまたがってエントリーをすることはできない。 

（６）同一団体からの出場は、個人の部４名、重奏の部３チームまでの参加とする。（ただし地区大会はその限り

ではない） 

（７） 個人の部において、使用できる楽器は、木管楽器・金管楽器・打楽器・ダブルベースとする。ピアノ伴奏を

認める。 ※伴奏者の資格は問わない。 

また、個人の部に演奏者としてエントリーした者が同一団体の演奏者のピアノ伴奏者として出場することを

認める。  

（８）重奏の部において、使用できる楽器は、木管楽器・金管楽器・打楽器・ダブルベースとする。各グループの

編成は２～１０名とする。ダブルベースのみの編成も認める。 

（９）演奏曲目は地区大会と県大会は同一の楽曲１曲とする。ただし、組曲は１曲と見なす。 

（10）著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合には、事前に著作権者から編曲とその編曲に基づく演奏

の許諾を得なければならない。この許諾を得ないで出場することは認めない。 

（11）演奏時間は個人の部４分以内、重奏の部５分以内とする。なお、演奏時間とは音の出始めから曲の終了ま

で。組曲の場合には音の出始めから最後の曲の終了までである。ただし、個人の部のピアノとのチューニ

ングは認めるが、演奏時間内に行うこと。 

（12）重奏の部において、同一パートを２名以上で演奏することは認めない。 

（13）個人の部、重奏の部とも、独立した指揮者をおくことは認めない。 

（14）ピアノ伴奏者に譜めくり人を１名つけることができる。 

（15）個人の部、重奏の部とも、上記参加規定に違反する行為があった場合、および大会運営に重大な支障を

与えた場合には失格とし、審査の対象としない。 

（16）出演順は事務局で決定する。 



（17）審査員の人数は３名以上とする。 

（18）審査方法の詳細は別途定める。 

（19）表彰は、各部門の個人の部、重奏の部ともに金賞、銀賞、銅賞のいずれかとする。 

（20）各地区から県大会へ出場できる個人、グループの数については事務局が昨年度の参加実績の割合から

算出し決定する。 

（21）中部日本個人・重奏コンテスト実施にあたって、本連盟が必要と認めた場合には、共催または後援団体を

もつことができる。 

地区・愛知県代表の選出 

 [愛知県大会への代表数] 

地区 東三河 西三北 西三南 名古屋 知 多 東尾張 西尾張 合 計 

個人 ８人 ５人 ３人 ７人 ２人 ３人 ５人 ３３人 

重奏 ３組 ５組 ５組 ９組 ２組 ５組 ４組 ３３組 

 [本大会での出演順について] 

 県大会のインターネット申込みの時点で、「上位大会へ出場する・しない」の欄で「する」を選んで代表に選ばれ 

た場合は基本的に辞退できないが、例年、本大会が定期演奏会などと日程が重なり、出演順についての要望 

があり、これに配慮するため、以下のように取り決める。 

  ①出演順の配慮を認めるのは、原則として、定期演奏会、公式な大会（吹奏楽連盟などが関わる）に限る。 

   （個人の検定試験、個人が所属している学校外の団体の演奏会などは認めない。） 

  ②配慮をするのは出演順を早くする場合のみ（出演順を遅くする配慮は認めない）。 

  ③希望する時間（定期演奏会などに必ず間に合うような時間）までに出演できる保証はしない。 

  ④抽選に参加した場合、その後の代表の辞退は認めない。 

       ⑤配慮を希望する場合は、県大会申込書の備考欄に演奏会名、大会名等を記入の上、事前に申し出ること。 

 

参 加 費 個人の部   １人につき   ３，０００円（伴奏者等は含まない）   

  重奏の部   １人につき   １，５００円                   

参加申し込み先                                             

東三河地区 
愛知県立蒲郡東高等学校  稲垣 朋也 

   〒443-0013 蒲郡市大塚町上千尾１２－２ 
    TEL：0533-59-8621 FAX：0533-59-8691 

西三河北地区 
 愛知県立岡崎高等学校  柴田 肇 

〒444-0864 岡崎市明大寺町伝馬１ 
TEL：0564-51-0202  FAX：0564-55-9422 

西三河南地区 

 愛知県立安城高等学校   田中 亮介 

〒446-0046 愛知県安城市赤松町大北１０３ 

TEL：0566-76-6218 FAX：0566-74-0458 

名古屋地区 

 愛知県立熱田高等学校   佐々木 芳洋 

  〒456-0054 名古屋市熱田区千年１－１７－７１ 

TEL：052-652-5858 FAX：052-654-4874 

知多地区 

 愛知県立知多翔洋高等学校   磯村 将志 

    〒478-0001 知多市八幡字堂ヶ島 50-1 

  TEL：0562-33-2100 FAX：0562-33-7528 

東尾張地区 
 愛知県立日進西高等学校  竹田 史郎 

  〒470-0124 日進市浅田町上小深田８－４ 
TEL：052-804-2131 FAX：052-806-2424 

西尾張地区 

 愛知県立江南高等学校  松本 航槻 

  〒483-8177 江南市北野町川石２５－２ 

TEL：0587-56-3511 FAX：0587-53-0984 

愛知県大会 

地区大会終了後、ただちに下記へお申し込みください。 
※申し込み締切：〈Web〉2022年 2月 13日（日） 

〈郵送〉2022年 2月 17日（木）〔必着〕 

〈Web〉愛知県吹奏楽連盟ホームページ（パスワード必要） 
〈郵送〉中部大学春日丘高等学校  安田 竜彦 

〒487-8501 春日井市松本町1105 
TEL:0568-51-1131  FAX:0568-51-9781  

 


