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１．開催概要
■趣旨
全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会は国内吹奏楽におけるジャズ・ポップスジャンルのさらなる啓蒙
普及と、プロ演奏家との交流による若いアマチュア演奏家の音楽技術の向上をめざし、日本から世界へ
発信できる “新しい吹奏楽のスタイル”を創造します。
青少年の人間形成のひとつして欠くことのできない音楽教育、特に吹奏楽においては、コンクール入賞至上
主義が優先される昨今、本大会は従来のコンクールのような規定枠に縛られることのない、演奏者の創意
工夫と独自の表現力を評価軸に、吹奏楽がどこまで楽しく、素晴らしくなれるかを競い合うものです。
吹奏楽を通じて ‘’人と人が響きあう‘’ こころ豊かな社会を目指します。

名

称： 第3回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
-ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2016-

日

時： 平成28年 2月13日（土）～2月14日（日）

会

場： 練馬区文化センター 大ホール（東京都練馬区1-17-37)

主

催： 一般社団法人日本ジャズ協会21

共

催： 公益財団法人練馬区文化振興協会

後

援： 文部科学省、経済産業省、東京都、東京都教育委員会、練馬区、練馬区教育委員会
ちよだ音楽連合会

協
協

賛： セイコーホールディングス株式会社、日本マクドナルド
力： 株式会社石橋楽器、株式会社エクシング、株式会社グローバル、株式会社ＪＴＢ関東
昭和音楽大学、株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント
株式会社スリーボンドホールディングス、株式会社ヤマハミュージックメディア
株式会社リットーミュージック、ローランド株式会社、株式会社明大サポート

運

営： 全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会実行委員会
一般社団法人日本ジャズ協会21内（東京都港区赤坂2-12-25-401）
運営協力：東海大学付属高輪台高等学校
特別協力：株式会社JTB関東
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１．開催概要

■全国グランプリ大会について
前身の日本学校吹奏楽ジャズ・ポップス大演奏会を含め今回で5回目を数えます。
参加部門は団体部門とソロ・アドリブ部門。団体部門は国内の優秀な活動実績をもつ全国の高等学校を
中心に、小・中学校、大学の吹奏楽部を対象に、ソロ・アドリブ部門はプロ・アマチュアを問わない、個人を
対象とします。今回から個人はアンサンブル（複数）での参加も可。
参加方法は公募により、希望者の演奏収録映像・収録音源を大会事務局に送付。それをインターネット
公開による一般投票を含む予選審査を経て、グランプリ大会出場者を決定。
本選審査会である「全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会にてグランプリを競います。
■文部科学大臣賞の制定
グランプリ賞 「ソロ・アドリブ部門」「小・中学校の部」「高等学校の部」各１団体を選出。※
今回より各部門のグランプリ受賞者の中から最優秀団体（個人）１つを選び
「文部科学大臣賞」を決定、表彰を行います。
※今回は「大学・一般の部」のグランプリ大会への進出団体はなし。
■大会の特徴
演奏クリニックの実施
日本ジャズ協会21に所属するプロ音楽家による演奏クリニックを全国の小・中・高校・大学・一般を対象
に、大会前に実施。プロによる吹奏楽の深い理解や演奏技術の向上をもって、演奏者は大会に臨むこと
ができます。
課題曲
国内外のジャズ ポップス界の著名編曲家による楽譜を課題演奏のひとつとしており、奥深いアンサンブル
サウンドへの取り組みが、奏者の演奏モチベーションや感性を高める原動力となっています。
グランプリ当日は、国内外のジャズ ポップス界の第一人者たちによる審査とアドバイスも話題となっている
大会です。
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２．出場参加者

◆団体部門

出場団体

（1月27日現在）

【小・中学校の部】
１、いわき市立錦小学校 （福島）
２、白岡市立菁莪中学校 （埼玉）
３、名古屋小中学生ビッグバンド （愛知）
４、府中市立府中第四小学校 （東京）
【高等学校の部】
１、京都両洋高等学校 （京都）
２、聖和学園高等学校 （宮城）
３、千葉県立成田国際高等学校 （千葉）
４、千葉県立八千代高等学校 （千葉）
５、東海大付属高輪台高等学校（東京）
６、東北学院中学・高等学校 （宮城）
７、名古屋高校生ビッグバンド （愛知）
８、名古屋大学教育学部附属中高等学校 （愛知）
９、浜松海の星高等学校 （静岡）
10、三浦学苑高等学校 （神奈川）

◆ソロ・アドリブ部門
出場個人

（1月27日現在）

１、石井陽太 （サックス）
２、MAD the Blue (トランペット)
３、佐藤玲子 （フルート） + 杉山航太郎 （クラリネット）
４、及川友利江 （バスクラリネット）
５、齋藤拓 （トロンボーン） + 永野佑 （トロンボーン）

６、佐橋壮太 （サックス）
７、千葉隆壱 (トランペット)
８、櫻井龍太 （サックス）
９、野田 修平（クラリネット)
10、松岡 瑛紀（トランペット)
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３．グランプリ大会 内容規程、他

①第3回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
～ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2016～
＜大会1日目＞
日時：2016年02月13日（土） 会場：練馬文化センター 大ホール
開場：13：30 開演：14：00
審査部門：【ソロ・アドリブの部】 【団体の部】
＜大会2日目＞
日時：2016年02月14日（日） 会場：練馬文化センター 大ホール
開場： 9：30 開演：10：00
審査部門：【団体の部】

※団体の部は両日に出演団体を分けて審査を行う。

②出場団体数（予定）
2016年02月13日（土）【ソロ・アドリブの部】（10名） 【団体の部】（4団体）
2016年02月14日（日）【団体の部】（10団体）
③全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会 登録料（グランプリ大会出場の場合のみ）
※登録料には、審査料、トロフィー、副賞、楽譜を含む。
・ソロ・アドリブ：5,400円（税込）
・小編成団体（30名以内の団体）

：１団体16,200円（税込）

・中編成団体（31名～50名の団体）：１団体21,600円（税込）
・大編成団体（51名以上の団体）

：１団体32,400円（税込）

④公演チケット（入場券）について
・関係者入場券

1名 1,000円（コンテスト出場者）

・一般入場券

1名 2,000円

・プログラム

1部

500円

⑤表彰
文部科学大臣賞、グランプリ賞、その他各賞を用意。各賞はスポンサーの独自の観点からも贈賞。
⑥併設イベントの開催
＜大会1日目＞2016年02月13日（土）スペシャルコンサートの開催
開演 18：30 開演 19：00

場所：練馬文化センター 大ホール

出演：「高校生吹奏楽部選抜チームとザ・ブルースカイビッグバンド＆ウィンズ」
チケット料金：全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会入場料を含む 1枚3,000円
※翌日2月14日公演チケットをお持ちの方は+1,000円で入場可。※演奏出場者は入場可。
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⑦審査員について
・予選審査員

波田野 直彦 （指揮者・編曲家）
内堀 勝（作曲・編曲家）
他、日本ジャズ協会21審査会

・大会当日審査員
＜2月13日＞

審査員長：秋山 紀夫（社団法人日本吹奏楽指導者協会 名誉会員）
前田 憲男（ジャズピアニスト・編曲家）
内堀 勝（作曲・編曲家）
波田野 直彦（指揮者・編曲家）
ルイス・バジェ（トランペット奏者）
篠崎 秀樹（作曲・編曲家）
ゲスト審査員：デビッド・マシューズ（マンハッタン・ジャズ・オーケストラ主宰）

＜2月14日＞

審査員長：秋山 紀夫（社団法人日本吹奏楽指導者協会 名誉会員）
前田 憲男（ジャズピアニスト・編曲家）
内堀 勝（作曲・編曲家）
波田野 直彦（指揮者・編曲家）
ルイス・バジェ（トランペット奏者）
篠崎 秀樹（作曲・編曲家）
ゲスト審査員：デビッド・マシューズ（マンハッタン・ジャズ・オーケストラ主宰）

-４-

４．大会組織

■大会実行委員

順不同

名誉会長

秋山 紀夫（公益社団法人日本吹奏楽指導者協会名誉会長WASBE名誉 会員）

名誉顧問

菅原 一秀（衆議院議員）
デビッド・マシューズ（マンハッタン・ジャズ・オーケストラ主宰）
小池 百合子（衆議院議員）

顧

問

前川 燿男（練馬区長）

会 長

前田 憲男（一般社団法人日本ジャズ協会２１ 顧問）

副会長

波田野 直彦（THE WIND WAVE 代表・指揮者）
奥田 英人（プロデューサー／ザ・ブルースカイオーケストラバンドリーダー）

実行委員長

畠田 貴生（日本高等学校吹奏楽連盟 理事）

実行副委員長 奥田 英人（プロデューサー／ザ・ブルースカイオーケストラ バンドリーダー）
土屋 史人（浜松海の星高等学校 吹奏楽部 音楽監督）
大河内 悟（株式会社ジャパンエフエムネットワーク 常務取締役）
実行委員

磯貝 幸正（トランペット奏者／楽器 for Kids）
大木 裕子（公益財団法人練馬区文化振興協会 事務局長）
柏次 雄二（モバイルマガジン株式会社 代表取締役）
高橋 明

（ＪＴＢ関東国際音楽交流事業プロデューサー）

富永 勝也（株式会社テレビ朝日 営業局メディアマーケティング部）
野口 久和（ピアニスト／一般社団法人日本ジャズ協会２１ 副会長）
原 とも也 （ギタリスト／一般社団法人日本ジャズ協会２１ 副会長）
吉田 純子（株式会社ツインプラネットブランドスーパーバイザー）

事務局

全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会実行委員会
（一般社団法人日本ジャズ協会２１内）
〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-25 4F
TEL:03-3560-9388 FAX:03-3586-2575
大会ホームページ：http://swingbrass.com/
担当：坂本武志 090-3089-6505
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