
ブルグミュラーコンクール
2019 参加要項

［主催］ ブルグミュラーコンクール実行委員会　［運営］ 株式会社東音企画　［主管］ 各地区実施事務局
［後援］ 一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

［開催趣旨］本コンクールは日頃レッスンで使うピアノ曲、ブルグミュラーの作品を中心に学び、
「何歳からでも挑戦できるピアノコンクール」として、ピアノ学習において、より豊かな表現を追求する
素地を養うことを目的としています。
全国展開のコンクールでありながら短期集中型で、自分のレベルに合わせて参加できるように設計
され、「はじめてのコンクール」として、本コンクールのステージを体験することで確実に実力をつけ、
さらに次のコンクールへとステップアップして頂くことを願っています。
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［参加申込の流れ・注意事項］

地区大会、ファイナルともにWeb申込のみ受付

　　　　　　　　　　詳細・申込は公式サイトを参照してください。
当コンクールはピティナ提携コンクール（Web申込受付代行サービス）を利用しています。
※各地区、申込締切日にかかわらず、定員になり次第締め切ります。お早めにお申込みください。
※地区大会へのお申込みはお1人 1地区のみ可能です。

※地区大会Web申込の支払方法は、クレジットカード・コンビニ決済のいずれかになります。また、システム使用料を別途頂戴いたします。
※地区大会申込時に、ピティナの「ステージポイント」が加算されます。また、当日会場にてピティナ・パスポートに貼るシールを配布いたします。
（パスポートはピティナ・ピアノステップで演奏された方にお渡ししています。）

地区大会申込

ファイナル申込
ファイナルは別途お申込みが必要です。地区大会終了後、地区大会当日に通過者のみに配布される資料をもとに、各自、申込期限までに
Webサイトよりお申込みをお願いいたします。
万が一、当日通過者書類を受け取らなかった方は、早急に地区大会実施事務局までご連絡ください。
※ファイナルWeb申込の支払方法は、クレジットカード・コンビニ決済・銀行振込のいずれかになります。また、システム使用料を別途頂戴いたします。

地区大会申込完了～当日

・申込後のキャンセル、一旦お支払いいただいた参加料の払い戻しは致しかねますので、あらかじめご了承ください。
・登録情報・曲目の変更は、各地区の申込締切日までにご連絡ください。各地区の締切日以降は、いかなる理由でも登録情報や曲目の変更
を受け付けることはできません。

・演奏番号は当日お伝えいたします。参加票に記載の受付時間までに会場にお越しください。
・地区大会の運営方法は、実施する実行委員会によって異なります（参加票の連絡方法、補助ペダル貸出、褒賞、撮影の可否等）。
参加要項、並びに右上QRコードのブルグミュラーコンクール公式サイト地区大会情報（https://www.burgmuller.org）を参照の上、
ご参加地区の実施事務局の指示に従ってください。
・舞台での足台・補助ペダルの設置は、付き添いの方にお願いいたします（運営の都合上、スタッフが設置する場合もございます）。

［地区大会お申込み～当日までの流れ］

インターネット
申込みのみ

お申込み 参加票到着

ピティナ提携コンクール
Webサイトよりお申込み 課題曲、部門 etc.を確認

または

当
　
日

1時間以内 開催 1週間前

クレジット決済の場合
（即時決済）

コンビニ決済の場合

 提携コンクール 検索

ここまでのお問合せ先

ピティナ提携コンクール： partners@piano.or.jp
お問い合わせ先：

各実施事務局
※地区大会日程ページ参照

お申込み
控えメール

入金確認
メール

お申込み
控えメール

◎
各
地
区
の
参
加
票
発
送
方
法
は
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メール

はがき

封書

または

または

課題曲、部門 etc.を確認

3日以内にお支払い

メール確認
（コンビニ決済の場合は申込締切日までに支払手続き）

公式サイトはこちら！
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《参加者》
○地区大会：部門ごとに優秀賞（ファイナル進出）・奨励賞・努力賞
◎ファイナル：部門ごとに金賞・銀賞・銅賞・奨励賞

《指導者》
◎ブルグミュラーレッスン賞：同一ファイナルに 3名以上の生徒を出場
させた指導者に授与

注 1）地区大会申込時に指導者情報の入力が必須です（地区大会締切後の
指導者情報の追加は不可）

注 2）優秀賞を受賞された参加者がファイナルの申込を完了した時点で出場
とみなします

［褒 賞］

地区大会 ファイナル

部　門 A部門 Ｂ部門 A部門 Ｂ部門

幼児 07,500円 09,000円

小学 1, 2年生 8,000円 9,000円 10,500円 11,500円

小学 3, 4年生 9,000円 9,500円 11,500円 12,000円

小学 5, 6年生 9,500円　 10,000円 12,000円 12,500円

中学生 10,500円 13,000円

高校～一般 10,500円 13,000円

※提携コンクール（地区大会Web申込）に関するお問合せは、ピティナ提携コンクール担当（partners@piano.or.jp）まで
※高校～一般部門の開催の有無は地区によって異なります。
※地区大会は、別途ホール特別設備費（1,000円）のかかる地区があります。

［参加部門 参加料］

［課題曲の構造について］
部門 A部門 B部門

幼児 その他

小 1, 2 その他 ブルグミュラー 25の練習曲
（1～ 8番）

小 3, 4 その他
ブルグ 25の 
練習曲
（1～ 8番）

ブルグミュラー 25の練習曲
（9～ 25番）

小 5, 6 ブルグミュラー 25の練習曲
（全 25曲）

ブルグミュラー 18の練習曲
（全 18曲）

中学
ブルグ 25の 
練習曲
（全 25曲）

ブルグ 18の 
練習曲
（全 18曲）

高校
～
一般

ブルグ 25の 
練習曲
（全 25曲）

ブルグ 18の 
練習曲
（全 18曲）

Q1. 2日間開催地区は、参加する日程を自由に選べるのですか？
――ご自由にお選びいただけません。事前に部門分けが決まってい
ます。要項に部門分けの記載のない地区は、コンクール公式サイトを
ご確認ください。

Q2. 参加するファイナルは自由に選べるのですか？
――ご自由にお選びいただけません。参加した地区大会によって、
自動的に進むファイナルが決まっています。（例えば、栄 1地区なら東
海ファイナル）詳しくは地区一覧ページをご覧ください。

Q3. 全国大会はありますか？
――ございません。地区大会→エリアファイナルの 2段階コンクール
です。各エリアごとにエリアファイナルを設置しています。

参加について

Q1. 参加票が届きません。
――各地区によって参加票の形態・発送日は異なります。開催 5日前
になっても届かない場合は、各地区実施事務局までお問合せください。

Q2. 参加票をなくしてしまいました。
――再送いたしますので、各実施事務局にお問合せください。

Q3. 参加票に演奏番号が書いてありません。
――演奏番号は当日受付でお知らせいたします。

Q4. 演奏以外に、当日までに準備することはありますか？
――椅子の高さをあらかじめ決めておいたり、補助ペダル・足台の
セッティングを練習しておいたり、ステージに上がってから演奏して
終えるまでの流れをリハーサルしてみるのをおすすめしています。

当日までについて

Q1. 足台や補助ペダルは借りられますか？スタッフに設置してもらえますか？
――貸出有無は各地区によって異なります。詳しくはコンクール公
式サイトの地区情報ページをご覧ください。設置はお付添いの方に
お願いしています。

Q2. 撮影・録音はできますか？
――録音はご遠慮いただいています。ビデオ撮影の可否は、各地
区によって異なります。詳しくはコンクール公式サイトの地区情報ペー
ジをご覧ください。

Q3. 更衣室やクロークはありますか？
――更衣室・クロークの設置のない会場もございます。

Q4. 親戚やお友だちも聴きに来ることはできますか？
――はい、どなたでもご来場いただけます。但し、未就園児の方
は審査の都合上、入場をご遠慮いただく場合がございます。

当日について

［注意事項１］

参加資格・課題曲・お申込みについて →12ページをご覧ください。
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【東北大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

弘前 9/21（土） 7/1（月）～ 8/21（水） 弘前大学創立 50周年記念会館 みちのくホール 0172-28-1171さくらミュージック（株）

仙台泉 9/22（日） 7/1（月）～ 8/25（日） まほろばホール 070-2013-8558 （松原）
burgmuller.sendaiizumi@gmail.com

山形 9/23（月・祝） 7/22（月）～ 8/26（月） 山形テルサアプローズ 090-7794-4615（井上）

石巻 9/29（日） 7/1（月）～ 8/26（月） 石巻市遊楽館　かなんホール 090-7338-5991（阿部）

福島 10/14（月・祝） 8/1（木）～ 9/15（日） 福島市音楽堂　小ホール 080-1825-4675（川村）
fukushima@burgmuller.org

仙台 10/20（日） 8/1（木）～ 9/20（金） 常盤木学園シュトラウスホール 050-5435-6395（武内）
sendai@burgmuller.org

大崎 10/27（日） 7/27（土）～ 9/27（金） パレットおおさき（大崎生涯学習センター） 090-2978-7790（熊谷）

［東北ファイナル］ *各部門の会場・日程は 9/20（金）にブルグミュラーコンクール公式サイトで発表します。

日程 会場 実施事務局

11/23（土）・24（日）* 宮城野区文化センターパトナホール 050-5435-6395（武内）
tohoku@burgmuller.org12/1（日）* 常盤木学園シュトラウスホール

【東京大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

取手 9/14（土） 7/1（月）～ 8/17（土） 取手ウェルネスプラザ　多目的ホール 090-3916-6628（和田）
burgmuller.toride@gmail.com

横浜 1 9/16（月・祝） 7/1（月）～ 8/20（火） カワイ横浜 イベントサロン プラージュ yokohama_1@burgmuller.org（松永）

二子玉川 9/29（日） 7/1（月）～ 8/31（土） オーキッド ミュージック サロン 03-3702-6681（太田）
futakotamagawa@burgmuller.org

新潟 9/29（日） 7/1（月）～ 8/31（土） 新潟市江南区文化会館音楽演劇ホール
025-258-5525（わたじん楽器 栗林）
niigata-office@watajin.com
（日・月・祝定休   8/10～ 8/16休）

静岡 9/29（日） 7/1（月）～ 8/31（土） すみやグッディ SBS通り店　リピエーノ 054-282-3911（吉永・西村）
akiko.nishimura@sumiya-goody.co.jp

※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）

［札幌ファイナル］
日程 会場 実施事務局

12/1（日） ふきのとうホール
011-615-0710
（ピティナ北海道支部内）
ptna@allegro.co.jp

【札幌大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

札幌 10/26（土） 8/1（木）～ 10/2（水） きたこぶしホール

011-615-0710
（ピティナ北海道支部内）
ptna@allegro.co.jp

苫小牧 11/2（土） 8/1（木）～ 10/9（水） 三星 本店 ハスカップホール

旭川 11/10（日） 8/1（木）～ 10/16（水） 旭川市神楽公民館 木楽輪

［地区大会日程］　各地区の足台 /補助ペダルの有無、写真 /動画撮影の可否はブルグミュラーコンクールホームページでご確認ください。
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［東京ファイナル］ *各部門の会場・日程は 9/10（火）正午にブルグミュラーコンクール公式サイトで発表します。

日程 会場 実施事務局

11/23（土）* 中野坂上ハーモニーホール 03-3944-1581
（東音企画）

11/24（日）* 浜離宮朝日ホール 音楽ホール、浜離宮朝日ホール 小ホール、Hakuju Hall、中野坂上ハーモニーホール

11/30（土）* 武蔵野音楽大学ブラームスホール、中野坂上ハーモニーホール

12/1（日）* 浜離宮朝日ホール 音楽ホール、浜離宮朝日ホール 小ホール、武蔵野音楽大学ブラームスホール
※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）

地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

八王子 10/5（土） 8/1（木）～ 9/5（木） 宮地楽器  八王子ホール 042-450-1778    （山地）
burgmuller.hachioji@gmail.com

高崎 10/6（日） 7/1（月）～ 9/9（月） 高崎市総合福祉センター たまごホール 090-1703-1339（小林 真子）

つくば 10/6（日） 8/1（木）～ 9/8（日） ヤマハミュージックアベニューつくば 029-850-0518（小林 司）

横浜 2 10/6（日） 7/1（月）～ 9/6（金） カワイ横浜 イベントサロン プラージュ 090-2862-3604（柳岡）

巣鴨*1

申込条件あり
10/6（日） 8/1（木）～ 9/4（水） 東音ホール 03-3944-1581（東音企画）

burgmuller@to-on.com

川口 10/6（日） 7/1（月）～ 9/6（金） カワイ川口コンサートホール 0120-818171（八木音楽教室）
burgmuller.kawaguchi@gmail.com

さいたま 10/13（日） 8/1（木）～ 9/13（金） さいたま市産業文化センター 048-831-8511（和幸楽器）

墨田 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/16（月） すみだトリフォニー 小ホール 090-1614-0635（梅村）
ptna-tact@tact-fd.com

千葉 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/13（金） 千葉市文化センター　スタジオ１ 090-9818-5093（由良）
yurapia@trust.ocn.ne.jp

銀座 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/14（土） 銀座山野楽器 本店 7F イベントスペース JamSpot
03-5250-1058
銀座山野楽器 本店6Fピアノフロア（竹井）
ginza@burgmuller.org

武蔵小杉 10/14（月・祝） 8/1（木）～ 9/14（土） 昭和音楽大学附属音楽教室 武蔵小杉サロンホール 070-6995-6839（繁田）
kawasaki.nambu.station@gmail.com

八千代 *2 10/19（土）
10/20（日）

7/20（土）～ 9/20（金） 島村楽器八千代店　店内ホール 047-488-8999（島村楽器）
yachiyo@shimamura.co.jp

渋谷 10/20（日） 7/1（月）～ 9/22（日） 渋谷ホール 045-947-1400（株式会社エルフラット 松本）
l-flat@peach.ocn.ne.jp

栃木 10/20（日） 7/1（月）～ 9/15（日） 宇都宮短期大学アンサンブルホール
090-4926-8638（厚地）
justontime-p1021@softbank.ne.jp
090-2483-6013 （佐藤）
musik_masayo@yahoo.co.jp

いわき 10/20（日） 8/1（木）～ 9/20（金） いわき芸術文化交流館アリオス小ホール 090-6685-9769（青柳）
burg-iwaki@email.plala.or.jp

江戸川 10/22（火・祝） 7/1（月）～ 9/23（月） 東部フレンドホール 090-2626-0669（福山）
ptna-tact@tact-fd.com

湘南 10/22（火・祝） 8/1（木）～ 9/22（日） 藤沢市民会館　第一展示集会ホール berry.mido@ozzio.jp
（湘南ムジカ  緑川）

武蔵野 10/26（土） 8/1（木）～ 9/30（月） 宮地楽器小金井さくらホール 090-9828-1220（松田）
eiko-matsuda@hotmail.co.jp

中野坂上 10/27（日） 7/1（月）～ 9/29（日）
中野坂上ハーモニーホール
※ホール特別設備費 1000円

03-5997-8646（鎌田）
ptna-tact@tact-fd.com

早稲田 10月予定 未定 未定 ptna-tact@tact-fd.com（庭山）

*1巣鴨地区は、コンクール初参加の方のみ参加できます。申込後コンクール初参加でないと判明した場合、巣鴨地区には参加できません。詳しくは公式サイトへ。
*2八千代地区の各日程の部門分けは ブルグミュラーコンクール公式サイトをご覧ください。

▲お問合せフォームはこちら
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【名古屋大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

武豊 9/29（日） 7/1（月）～ 9/1（日） 武豊町民会館ゆめたろうプラザ輝きホール

052-753-6275
ピティナ名古屋支部
（担当：千野・多湖）
090-1727-1578（水野）

刈谷 10/6（日） 7/1（月）～ 8/31（土） リリオ・コンサートホール

岐阜 10/6（日） 7/1（月）～ 9/6（金） ドリームシアター岐阜メインホール

豊橋 10/12（土） 7/1（月）～ 9/12（木） 穂の国とよはし PLAT  アートスペース

守山 10/20（日） 7/1（月）～ 9/20（金） 名古屋市守山文化小劇場

熱田

10/26（土）
7/1（月）～ 9/26（木）

名古屋市熱田文化小劇場
［小3, 4B・小5, 6A・小5, 6B・中学・高校～一般部門］

10/27（日） 名古屋市熱田文化小劇場
［幼児・小 1, 2A・小 1, 2B・小 3, 4A部門］

東濃 10/26（土） 7/1（月）～ 9/26（木） 多治見市学習館　多目的ホール

中川 11/3（日） 7/1（月）～ 9/30（月） 名古屋市中川文化小劇場

［名古屋ファイナル］
日程 会場 実施事務局

12/14（土） 名古屋市熱田文化小劇場
［小 3, 4B・小 5, 6A・小 5, 6B・中学・高校～一般部門］

052-753-6275
ピティナ名古屋支部
（担当：千野・多湖）
090-1727-1578（水野）12/15（日） 名古屋市熱田文化小劇場

［幼児・小 1, 2A・小 1, 2B・小 3, 4A部門］

【東海大会】 *２日間開催地区の各日程の部門分けは ブルグミュラーコンクール公式サイトをご覧ください。

地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

大府 10/6（日） 7/1（月）～ 9/6（金） おおぶ文化交流の杜 052-962-3939　カワイ名古屋
（担当：金沢 匡／代表：長坂 由起）

三重 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/13（金） 津リージョンプラザ お城ホール 080-6974-8670　カワイ四日市 
（担当：今橋 優輝／代表：飯田 文美）

栄1 *
10/19（土）
10/20（日）

7/1（月）～ 9/18（水） カワイ名古屋 2F コンサートサロン ブーレ 052-962-3939　カワイ名古屋
（担当：金沢 匡／代表：小川 由美子）

浜松 *
10/26（土）
10/27（日）

7/1（月）～ 9/20（金） カワイ浜松 コンサートサロン ブリエ 053-455-0638　カワイ浜松 月曜休み
（担当：梶本 領樹／代表：末田 優子）

栄 2 *
11/2（土）
11/3（日）

7/1（月）～10/2（水） カワイ名古屋 2F コンサートサロン ブーレ 052-962-3939　カワイ名古屋
（担当：金沢 匡／代表：榊原 涼子）

［東海ファイナル］ *各日程の部門分けは ブルグミュラーコンクール公式サイトをご覧ください。

日程 会場 実施事務局

11/30（土）*, 12/1（日）* 名古屋市昭和文化小劇場 052-962-3939　カワイ名古屋
（担当：金沢 匡／代表：西尾 学）

※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）
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【大阪大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

長浜 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/13（金） ルッチ ･プラザ　ベルホール 310 0749-63-7311（池田 /藤川）
burgcon.nagahama@gmail.com

堺 10/20（日） 7/1（月）～ 9/20（金） ヤマハミュージック 堺店 3Fサロン 072-222-0403（ヤマハミュージック堺店内
ピティナ堺支部 今野 万実）

奈良 10/22（火・祝） 7/1（月）～ 9/16（月） アートサロン空 mariamamakei7324@gmail.com（上野）

泉佐野 10/27（日） 7/1（月）～ 9/30（月） 泉の森ホール  （レセプションホール） 090-4289-7256（辻田）

梅田 11/3（日） 7/1（月）～ 9/10（火） カワイ梅田サロン　ジュエ 06-6351-4322（中田）

門真 11/10（日） 9/1（日）～10/13（日） ヤマハピアノストア DAITOサロン 072-841-5000（大東楽器）

心斎橋 11/10（日） 8/1（木）～10/13（日） 三木楽器開成館 shinsaibashi@burgmuller.org（二本柳）

岸和田 11/10（日） 8/10（土）～10/13（日） 岸和田市立浪切ホール 交流ホール 072-423-1838（井上 朗子）

京都 11/23（土） 9/15（日）～10/23（水） 旭堂楽器店　サンホール 075-711-4281（高田）
burgmuller.kyoto@gmail.com

［大阪ファイナル］ *各部門の会場・日程は10/10（木）正午にブルグミュラーコンクール公式サイトで発表します。

日程 会場 実施事務局

12/14（土）・15（日）* ムラマツリサイタルホール新大阪、神戸芸術センター 芸術劇場

03-3944-1581
（東音企画）

【神戸大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

明石 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/15（日） 明石市立市民会館中ホール 080-5705-3031（両澤）
pianomorosawa@gmail.com

東神戸 11/3（日） 8/1（木）～10/3（木） 神戸市産業振興センター ハーバーホール 080-5324-0094（井上 登与美）
fiore_dolce_anima_p@ybb.ne.jp

西神戸 11/4（月・祝） 8/1（木）～10/4（金） 神戸市産業振興センター ハーバーホール 090-9719-6937（本田） 
honda_lily_hiro@yahoo.co.jp

岡山 11/4（月・祝） 8/1（木）～ 9/23（月） 倉敷市玉島市民交流センター　湊ホール 086-224-5334
（ヤマハミュージック岡山店 鴨井）

鳥取 11/9（土） 8/1（木）～10/9（水） カウベルホール　琴浦町 090-9063-2195（山添）
sankyou9@ms10.megaegg.ne.jp

［神戸ファイナル］ *各部門の日程は10/1（火） ブルグミュラーコンクール公式サイトで発表します。

日程 会場 実施事務局

12/7（土）・8（日）* 神戸ポートオアシスホール 080-5324-0094（井上 登与美）
burgmuller.kobefinal@gmail.com

※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）

▲お問合せフォームはこちら
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【中国大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

尾道 10/5（土） 8/1（木）～ 9/9（月） しまなみ交流館ホール 070-3776-1358（桑田）
oosugay@kawai.co.jp

東広島 10/6（日） 8/1（木）～ 9/8（日） 東広島芸術文化ホール くらら 小ホール 090-6409-9307（酒井）
burg.higashi.hiro@gmail.com

広島
10/13（日） 8/8（木）～ 9/16（月） 広島市西区民文化センター ホール

［小 1, 2A・小 3, 4A・小 5, 6A部門］ 090-8600-4457（中津）
burg@onshoku.org

10/14（月・祝） 8/15（木）～ 9/16（月） 広島市西区民文化センター ホール
［幼児・小1, 2B・小3, 4B・小5, 6B・中学・高校～一般部門］

山口 10/20（日） 8/15（木）～ 9/23（月） 岩国市周東文化会館　周東パストラルホール 0829-31-1050（ふちだ楽器店 宮本）

島根 10/27（日） 8/15（木）～ 9/30（月） 江津市総合市民センター ミルキーウェイホール 0855-24-2111（みずほ楽器）

三次 11/3（日） 8/15（木）～10/7（月） 三次市民ホール　きりり 0824-62-2738（ヨシオカ楽器）

［中国ファイナル］
日程 会場 実施事務局

12/20（金） 広島市西区民文化センター ホール［幼児・中学・高校～一般部門］
090-8600-4457（中津）
burg@onshoku.org

12/21（土） 広島市西区民文化センター ホール［小 1, 2A・小 1, 2B・小 5, 6A部門］

12/22（日） 広島市西区民文化センター ホール［小 3, 4A・小 3, 4B・小 5, 6B部門］

【四国大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

香川 10/6（日） 8/1（木）～ 9/6（金） サンポートホール高松第２小ホール （株）ヤマハミュージックリテイリング高松店内
087-822-3068（担当：阿古江）

愛媛 10/20（日） 8/1（木）～ 9/20（金） 松前総合文化センター　広域学習ホール 090-3187-9316（荒木）
burgmullerehime@gmail.com

高知 10/27（日） 8/1（木）～ 9/27（金） 高知県立美術館ホール sawaji.3464@gmail.com（藤原）

徳島 11/17（日） 8/1（木）～10/20（日） カワイ音楽教室徳島センター
088-622-1018
（河合楽器製作所 徳島店 中島）
nakajimat@kawai.co.jp

［四国ファイナル］ *各部門の会場・日程は10/1（火）正午にブルグミュラーコンクール公式サイトで発表します。

日程 会場 実施事務局

12/7（土）・8（日）* 愛媛県生涯学習センター　県民小劇場

03-3944-1581
（東音企画）

※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）

▲お問合せフォームはこちら
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［福岡ファイナル］ 
日程 会場 実施事務局

11/23（土） 福岡女学院ギール記念講堂［幼児・小 1, 2A・小 5, 6A・中学・高校～一般部門］ 090-3601-0624（藤森）
burg@u-on.jp11/24（日） 福岡女学院ギール記念講堂［小 1, 2B・小 3, 4A・小 3, 4B・小 5, 6B部門］

【沖縄大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

名護 9/29（日） 7/1（月）～ 9/8（日） 名護市民会館中ホール 090-5084-8419（大宜見）
nago@burgmuller.org

沖縄中部 10/6（日） 7/1（月）～ 9/8（日） 沖縄市民小劇場あしびなー 090-5084-8419（大宜見）
okinawachubu@burgmuller.org

那覇 10/14（月・祝） 7/1（月）～ 9/16（月） パレット市民劇場 090-5084-8419（大宜見）
naha@burgmuller.org

［沖縄ファイナル］ 
日程 会場 実施事務局

11/4（月・祝） パレット市民劇場 090-5084-8419（大宜見）
okinawa_final@burgmuller.org

【その他大会（ファイナル開催なし）】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

熊本 11/3（日） 9/1（日）～10/3（木） くまもと森都心プラザホール mail@pianoharp.info（石飛）

※すべてのエリアファイナルで、今後の演奏に役立つセオリープリントを配布、表彰式の時に採点会を予定しています。（コンクールの点数には影響しません）

【福岡大会】
地　区 日　程 申込期間 会　場 連絡先（実施事務局）

福岡 9/29（日） 7/20（土）～ 9/2（月） 福岡女学院ギール記念講堂 090-3904-3558（福本）
fukuoka.burg@u-on.jp

宮崎 9/29（日） 7/20（土）～ 9/2（月） メディキット県民文化センター イベントホール 090-7156-9158（明石）
mtemple15ak@yahoo.co.jp（寺山）

筑紫 10/6（日） 8/1（木）～ 9/9（月） カワイ福岡ミュージックサロンルーチェ 080-5248-0070（秦）
chikushi.burg@u-on.jp

北九州 10/14（月・祝） 8/1（木）～ 9/16（月） 黒崎ひびしんホール中ホール
090-2395-9270（熊本）
kitakyushu.burg@u-on.jp

福岡西 10/20（日） 8/1（木）～ 9/24（火） アクロス福岡　円形ホール 090-4510-1665（菊池）
fukuokanishi.burg@u-on.jp
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［課題曲一覧］

部門 課題曲

幼児

1-1  ヤンキー ドゥドゥル（アメリカのうた） ※楽譜指定
 バスティン「オールインワン プリマー」B（東音）P. 34

1-2  おほしさま（トンプソン） ※楽譜指定
 トンプソン 「現代ピアノ教本」１（全音）P. 38

全音楽譜出版社刊「トンプソン:現代ピアノ教本（1）」より転載許諾済み

1-3  かざぐるま（ヤマハ）
 「新版 みんなのオルガン・ピアノの本」１（ヤマハ）P. 54

出版社より転載許諾済み

1-4  バラ色のメヌエット（ヴァン・ド・ヴェルド）
 「メトードローズ・ピアノ教則本 ピアノの一年生」（音友）P. 29

出版社より転載許諾済み

【演奏上の注意事項】
・暗譜で演奏すること。
・すべてリピートなし。
・楽譜指定の表示のある曲は、指定以外の楽譜の同じタイトルの楽曲をお弾きになった場合、失格となりますのでご注意ください。

小学1・2年A

2A-1  おまつり（バスティン）
 バスティン「ベーシックス ピアノ」1（東音） P. 33

2A-2  河はよんでる（ベアール） ※楽譜指定
 「やっぱりすき！ピアノ教本」2（ドレミ）P. 39

出版社より転載許諾済み

2A-3  かわいいおんがくか（ドイツ民謡） ※楽譜指定
 「新版 みんなのオルガン・ピアノの本」2（ヤマハ）P. 48-49

出版社より転載許諾済み

2A-4  子守歌（ディアベリ）
 「4期のピアノ名曲集」１（学研プラス）P. 40

出版社より転載許諾済み

【演奏上の注意事項】
・暗譜で演奏すること。
・すべてリピートなし。
・楽譜指定の表示のある曲は、指定以外の楽譜の同じタイトルの楽曲をお弾きになった場合、失格となりますのでご注意ください。

小学1・2年B

2B-1  ブルグミュラー 25の練習曲（1～ 8番） の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）は、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、

D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲のリピートは次の楽譜に準ずる。　東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。
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部門 課題曲

小学3・4年A

3A-1  闘牛士（バスティン）
 バスティン「ベーシックス ピアノ」３（東音）P. 24-25

3A-2  野ばらによせて（マクダウェル） ※楽譜指定
 「きらきらピアノ こどものピアノ名曲集」１（全音）P. 43

全音楽譜出版社刊「きらきらピアノ こどものピアノ名曲集 1」より転載許諾済み

3A-3  インディアンの踊り（ギロック）
 「はじめてのギロック」（全音）P. 56-57

©1969 by �e Willis Music Company Assigned to Zen-On Music Company Ltd. for Japan 
全音楽譜出版社刊「ギロック:ビギナーのためのピアノ曲集」より転載許諾済み

3A-4  いろえんぴつならんだ（轟千尋）
 「発表会用ピアノ曲集 いろえんぴつ ならんだ」（カワイ）P. 5

出版社より転載許諾済み

3A-5  ブルグミュラー 25の練習曲（1～ 8番） の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）は、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、

D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲のリピートは次の楽譜に準ずる。　東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。

小学3・4年B

3B-1  ブルグミュラー 25の練習曲（9～ 25番） の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）は、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、

D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲のリピートは次の楽譜に準ずる。　東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。

小学5・6年A

4A-1  ブルグミュラー 25の練習曲 の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）は、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、

D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲のリピートは次の楽譜に準ずる。　東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。

小学5・6年B

4B-1  ブルグミュラー 18の練習曲 の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・18 の練習曲は、すべてリピートなし。
・ 18の練習曲は、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・18の練習曲のリピートは次の楽譜に準ずる。　東音企画版「ブルグミュラー18の練習曲」
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。
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［注意事項２］

部門 課題曲

中学生

5-1  ブルグミュラー 25の練習曲 または ブルグミュラー 18の練習曲 の中から1曲

【演奏上の注意事項】　
・暗譜で演奏すること。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はすべてリピートなし。
・18 の練習曲は、すべてリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）、18の練習曲ともに、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。
ただし、D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲、18の練習曲のリピートは以下の楽譜に準ずる。
東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
東音企画版「ブルグミュラー18の練習曲」
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。

高校生～一般

6-1  ブルグミュラー 25の練習曲 または  ブルグミュラー 18の練習曲 の中から1曲

  【演奏上の注意事項】　
・視奏可（暗譜で演奏することが望ましい）。
・25 の練習曲は、2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」のみリピートし、その他はすべてリピートなし。18 の練習曲は、すべてリピートなし。
・25の練習曲（2 番「アラベスク」・11 番「せきれい」をのぞく）、18の練習曲ともに、1 番・2番カッコの場合も1番カッコを省略すること。ただし、

D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。
・25の練習曲、18の練習曲のリピートは以下の楽譜に準ずる。
東音企画版「ブルグミュラー 25の練習曲　今井顕校訂版（原典スラー付き）」
※但し、既刊の「ブルグミュラー 25の練習曲　和音記号・コードネーム付き」（東音企画）もリピートは同じ
東音企画版「ブルグミュラー18の練習曲」
・リピート違いは減点の対象となるため、必ず楽譜を確認すること。

Q1. 1人何地区まで受けられますか？
 ――地区大会へのお申込みはお１人１地区のみ可能です。
Q2. 複数部門への参加はできますか？
　――複数部門への併願申込みはできません。お１人１部門までです。
Q3. A部門とB部門は両方受けられますか？
　――A部門とB部門は別部門です。 どちらかの部門をお選びください。
Q4. 飛び級はできますか？
　――できません。各部門、参加資格は該当学年のみです。

参加資格について 課題曲について

Q1. 課題曲は何曲演奏すれば良いですか？
 ――参加する部門の中から１曲のみ演奏してください。申込の際に
演奏する曲を登録していただきます。

Q2. 楽譜の指定はありますか？
　―― 一部、楽譜指定のある曲がございます。詳しくは課題曲ページ、
またはコンクール公式サイトをご覧ください。

Q3. リピートはしますか？
　――曲ごとに指定があります。詳しくは課題曲ページ、またはコンクール
公式サイトをご覧ください。

Q4. リピートを間違えるとどうなりますか？
　――減点の対象となりますので、リピート指定は必ずご確認ください。

Q1. 申込期間はいつですか？
 ――地区によって開始日・締切日が異なります。詳しくは地区一覧
　ページ、またはコンクール公式サイトをご覧ください。

Q2. 申込締切日前ならいつでも申込みできますか？
　――締切日前でも、定員に達し次第、申込み受付は終了します
　（地区大会のみ）。申込期間内にお早めにお申込みください。

Q3. 申込後のキャンセルはできますか？
　――お受けできません。
Q4. 申込内容の変更はできますか？
　――はい、登録内容の変更は申込締切日まで受け付けます。但し、
　それ以降の変更は一切お受けできませんので、ご了承ください。

Q5. 申込みましたが、支払期限を過ぎてしまいました。
　――申込締切日まではご入金を受け付けますので、本部までご連絡
　ください。但し、申込締切日を過ぎた場合はご対応できません。

お申込みについて

・参加について
・当日までについて
・当日について　　　→ 3ページをご覧ください。

♪参加票の演奏曲目や部門に間違いがないかよくお確かめください。
♪当日は時間に余裕を持って会場に向かいましょう。
♪ピアノ椅子、足台の調整は何度か練習しておいてください。
♪講評用紙のコメントを今後に活かしましょう。
♪演奏が終わった後は、チャレンジしたことをたくさん褒めてあげて
ください。

指導者・保護者のみなさまへ


