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神ギ協 
第40回神奈川新人ギタリストオーディション結果 

合格は、松澤 結子
ゆいこ

さん、原田 斗生
とうい

さん、佐波 岳さん、田中 春彦さん、西村 拓也さんの5名 

 
入賞者と入選者 

神奈川ギター協会主催 第 40 回新人ギタリストオーディション  
                              評文:川俣 明 写真:川俣 明、橋爪 晋平 

2011 年 6 月 26 日(日)神奈川県横浜市磯子区民センター「杉田劇場」で第 40 回神奈川新人ギタリストオー

ディションが開催された。今回は震災の影響もあったのか、応募者の数は昨年より 14名少なく、昨年度次点入選

者1名を含む40名であった。予選開始時刻は12時30分で、予選の課題曲のF.ソル作曲「エチュードOp.35-4」

と各自が予選自由曲として登録した 3 分以内の曲が演奏された。審査の結果、昨年の次点入選者 1 名を含む 8

名の予選通過者が選出された。課題曲 F.ソル作曲「エチュード」での冒頭でひっかかったり、思わぬところでミス

を出したりして自由曲の演奏にまで影響してしまったと思われる者が少なからず出たことは意外な結果であった。

課題曲と自由曲の双方で安定感を示した者が予選を通過したようだ。本選は予定どおり 17 時ちょうどからの開

始で、課題曲の F.タレガ作曲「プレリュード第 1 番」と、各自が本選自由曲として登録した 6 分以上 10 分以内の

曲が演奏された、本選では今回も全体にハイ・レベルな演奏が続いた。審査結果として得点の平均点では 7 人

の間に大きな差は無かったが、平均点で合格点(80点)を得た5名を入賞・合格とし、残念ながら合格点に届かな

かった 2 名を入選とした。尚、次点者には来年の予選は免除される。また、選出した本選出場者は 8 名であった

が 1 名は棄権ということになったので本選の演奏者は 7 名であった。入賞者は次の 5 名である。 
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以下に本選の演奏順に結果と評を記す。 

1.松澤 結子＜入賞・合格＞ 

予選自由曲:ペルーのワルツ(J.カルドーソ) 

本選自由曲:朱色の塔(I.アルベニス)、サパテアード(R.S.デラマーサ) 

課題曲では落ち着いて情感たっぷりの演奏でタレガの上質のロマンティシィズムを良く表現していた。音量も

充分で音色もスペインの香りを充分に漂わせ好演であった。「朱色の塔」では速いパッセージも安定してこなして

いて雰囲気も良い。何箇所かで少しオーバーかと思われるテンポの変化があったが、曲の流れを考え出すセン

スが良いのか、それも却って雰囲気作りに一役買っていた。全体的にはアルベニスの音楽を感情豊かに見事に

表現していた。「サパテアード」も同様に雰囲気のある演奏ではあったが、スピードに負けて音の出切らない箇所

が少し見られたのは今後の課題かもしれない。しかし、個性的でもあり、表情の豊かさや技巧の確かさ、リズム感

の良さなど、演奏者としての才能の豊かさを感じさせ、今後の活躍が大変楽しみである。 

2.西村 拓也＜入賞・合格＞ 

予選自由曲:カプリス第 4 番と第 2 番(L.レニアーニ) 

本選自由曲:南のソナティナ(M.M.ポンセ) 

 課題曲ではメロディーや和音を良く理解して曲の流れも良いのだが、低音部が少しこもった感じに聞こえて和

音の分離がやや悪く、各声部の表現に明確さを欠いていて、残念な感じがした。右手のタッチのもう一工夫で、よ

り素晴らしい演奏に変貌するように思える。「南のソナティナ」でも低音部が重めに聞こえて高音部が軽く浮いてし

まっているように聞こえる。3 楽章になると少し疲れが出たのか僅かながらミスが出てしまった。しかし演奏全体か

らは迫力や情感は失われず最後まで堂々と弾ききったのは見事であった。 

3.佐波 岳＜入賞・合格＞ 

予選自由曲:ソナタ K.9(D.スカルラッティ) 

松澤 結子さん 
この度は大変有難

うございました。オ
ーディションに向け
て不安な時期もあり
ましたが、先生をは
じめ色々な方々のお
陰で当日を迎えられ
たと思っています。
反省点を生かし、こ
れからも一生懸命頑
張りますので、どう
ぞよろしくお願い致
します。 

原田 斗生さん 
合格することが出

来てとても嬉しいで
す！前日までドキド
キしていましたが、
控え室で色々な方と
話をして楽しく過ご
せたので本番も楽し
く弾くことが出来ま
した。これからも頑
張ります。あり が
とうございました。 

佐波 岳さん 
今回、オーディシ

ョンに合格できたの
は先生をはじめ、周
りの方たちのおかげ
です。教室内で行わ
れた予行練習で、周
りの人から頂いたア
ドバイスを参考に演
奏したのが合格への
決め手だと思いま
す。今後も学業と両
立して頑張ります。 

田中 春彦さん 
当初予選通過が目標

であっただけに、入
賞させてもらえたこ
とが未だに信じられ
ないくらいこの結果
に自分が一番驚いて
います。そして同時
に他に変えようのな
いくらい嬉しい気持
ちで一杯です。これ
をきっかけにより自
覚を持って真摯に音
楽と向き合って進ん
でゆきたいと思いま
す。 

西村 拓也さん 
ここまで来れたのは

益田正洋先生含め
様々なギタリストた
ちとの出会いがあった
からです．立派な方ば
かりで，いつもあこが
れていました．自分も
そんなギタリストの
中に”新人ギタリス
ト”として入っていけ
ること，大変嬉しく思
います．よろしくお願
いいたします．ありがと
うございました． 
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本選自由曲:ソナティナ第 2、第 3 楽章(F.モレノ=トローバ) 

課題曲では全体的な曲の流れは良いのだが、本来柔らかく奏されるべき和音が突然鋭い音で奏されたりして

流れが滞る部分があったのは残念であった。「解釈である。」と言われてしまえばそれまでだが、タルレガの音楽

の表現として適切なものであったかは疑問が残ったように思われる。「ソナティナ第 2、第 3 楽章」は高度なテクニ

ックと音量豊かで美しい音色で演奏されてはいたが第2 楽章の縦割りのようなリズムには違和感を覚えた。第 3楽

章は軽快にスピード感を以って演奏されていたが、やはりリズムが棒になる傾向があった。いまひとつ自由度のあ

る、ウネリのあるリズムを身に付ければ、持ち前のテクニックと共に、豊かな表現力を合わせ持った奏者になると期

待出来るだろう。 

4.島田 賢＜入選＞ 

予選:昨年度次点により免除 

本選自由曲:アクアレルよりワルツ風に(S.アサド)、舞踏礼賛(L.ブローウェル) 

課題曲ではメロディーや和音を巧く処理をしてはいるのだが、低音部が少しこもった感じに聞こえて高音部を

支えきれていない。その音作りが原因なのか、曲がしっとりとは流れて行かなかった。「アクアレルよりワルツ風に」

では曲の性格を良く掴んでいて雰囲気のある演奏だった。しかし音量は充分にあるのだが、ある限界を超えると

割れた音に聞こえてしまって魅力に欠けた音色になってしまう欠点は是非克服してもらいたいところだ。舞踏礼

賛も良く曲を理解して演奏していたが、前半はもう少し緊張感をアピールしておきたいと思った。後半は少し疲れ

が出たのか僅かながら散漫な部分見られた。堅実な音楽性を持ち合わせた奏者であることは確かなので、「体

力」という言葉が適切かどうかはわからないが、よりスケールの大きな音楽を身に付けてもらいたい。 

5.茂木 拓真＜入選＞ 

予選自由曲:練習曲第 12 番(H.ヴィラ=ロボス) 

本選自由曲: 12 月の太陽(R.ゲーラ)、風の道(A.アッセルボーン) 

課題曲は安定した演奏であったが、この人も低音の締まりが悪くて高音が妙に浮いて聞こえてしまって、潤い

のある音楽として聞こえてこなかった。やはりタルレガにはタルレガに適した音作りというのも研究してみる必要が

あるのではないだろうか。「12月の太陽」ではスピード感のある華やかな部分では見事な演奏を聞かせたが、柔ら

かく、穏やかにゆらぐような場面では音色や表現が単調に聞こえてしまって残念だった。「風の道」でも良い技巧

で的確に演奏はしているのだが、雰囲気作りまでには至らないという印象で、次回は右手のタッチを含めた音色

への工夫と、曲中の特に緩やかな部分への更なる表現意欲を期待したい。 

6.田中 春彦＜入賞・合格＞ 

予選自由曲:スケルツィーノ(A.タンスマン) 

本選自由曲:プレリュード(A.タンスマン)、朱色の塔(I.アルベニス) 

 課題曲は良く曲の性格を把握していて、高低音のバランスも良く、様式感も充分で素晴らしいタルレガを聞かせ

てくれた。残念だったのは音作りの好みもあろうが、しばしばサウンドホールを越えて指板の方まで右手がトラベ

ルしてしまうような音作りで、少し甘く柔らかい方向に傾き過ぎるように思われた。「プレリュード」「朱色の塔」でもそ

れぞれ、的確なテクニックで流れが良く、また曲の雰囲気作りも素晴らしいのだが、音色がもう少し芯のある音色

でないと、一音一音の説得力に欠ける印象だった。内に持つ情感、表現意欲を、しっかりと表に出せるように、更

に音質、音色の変化など工夫して頂きたい。 

7.原田 斗生＜入賞・合格＞ 

予選自由曲:練習曲第 1 番(H.ヴィラ=ロボス) 

本選自由曲:組曲イ短調よりガボットとジーグ(M.M.ポンセ)  



                                                                        

 44

9 歳ということで小学校4 年生である。年齢は当然ながら審査に反映されないが、音色も表現力も、未だ体の小

さい小学生ということを感じさせない、そういう概念を遥かに超えた演奏を聞かせてくれた。課題曲は曲調をよく理

解し、曲の陰りのある部分もよく表現されていたが、押絃に苦しいところがあるのか、リズムが少し縦割りになって

しまったところが残念だった。「組曲イ短調よりガボットとジーグ」では調弦に少し難があったのが自分で気になっ

たのか、音色がふやけた感じになってしまったり、音の均一感に欠ける部分もあったが、しかし難しいパッセージ

を難なくこなすだけでなく、曲の内容も的確に表現できる素晴らしい才能の持ち主である。彼の演奏している姿を

見ていると、ついつい、もう少し荒削りで将来に対するワクワク感みたいなものも期待してしまうのだが、それは無

いものねだりというものだろう。 

 
 

渋谷一雄ギター教室 65 周年を祝う会 

4 月 24 日(日)午前 11 時 30 分より栄区文化センターリリス内「メルヘン」で「渋谷一雄ギター教室 65 周年を祝う

会」が催された。当協会の名誉会員である渋谷一雄先生の功績を讃えて現教室生と OB の方々が発起人となっ

て企画された。60 余人の出席者で楽しい中にも渋谷先生のお人柄を伺い知ることの出来る格調高く、また和気

藹々の素晴らしい会であったように思えた。（文・川俣 明） 

 
委員会から 
◇2012年度神奈川ギターフェスティバルは 2012 年 3月 25 日に開催予定である。 
◇2012年第 41回神奈川新人ギターオーディションの課題曲が決定した。 

予選課題曲「メヌエット Op.25-4（ソル）」版指定 発表会用ギター名曲集 中川信隆編集（版指定）ダ・カーポあ

り、リピートなし、本選課題曲「アメリアの遺言（リョベート）」版指定なし 

 

次回委員会と暑気払いのお知らせ 

委員会は 8月 9日（火）15時より、かながわ県民活動サポートセンタ会議室 303 にて行う。委員会の後に会員による

暑気払い会を予定。17 時に委員会会場 1F ロビーに集合。参加希望の方は川俣委員長までメールか電話でご連絡ください。 

 

コンサート案内 

ホームページで紹介しています。神奈川ギター協会のホームページを訪れて下さい。またはパソコンをお持ちのお弟子さん、

御友人にお尋ね下さい。尚、ホームページのアドレスと管理者が 7 月より変更になって居ります。ホームページへのコンサー

ト案内掲載は石田忠委員に電子メールで(または、なるべく字のはっきりした印刷物の郵送で)御知らせ下さい。新ホームペ

ージ→http://kanagawaguitar.sakura.ne.jp/ 尚、掲載は会員関係に限ります。 

 

本選採点表(弟子関係は採点しない) 

編集後記:今回の会報は、神奈川新人ギタリストオーディションの講評を中心に構成されています。神奈川

新人ギタリストオーディションでは毎年個性豊かな演奏を多く聴くことができます。それは小学生からベテ

ラン奏者まで、幅広い層の参加者がいることも一つの理由だと思います。本選へ進めなかった方や合格を逃

した方からも魅力的な演奏を多く聴く事が出来ました。来年のオーディションも楽しみです。ということを

オーディション当日に思っていたなあと、講評を見ながら思い出しました。（橋爪） 


