
 

第 11 回江戸川区の太鼓及び第 9 回盆太鼓日本一コンテスト 

結 果 報 告 書 

１）開催日     2011 年 9 月 25 日（日）開演 10 時 30 分～16 時 00 分迄 

２）場所      江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール） 

３）入場者     約 997 名（満員御礼） 有料入場者数 （801 名）招待客他（196 名） 

４）出演者     ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓 

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊寿太鼓 ＊関東天狗太鼓 ＊江戸若駒太鼓 

５）ゲスト       ５）ゲスト     ①東京都太鼓連盟（和光太鼓）   ②東京都太鼓連合（大元組） 

葛飾               ③葛飾太鼓連盟（関東やまと太鼓）           

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部   28 名   ＊50 歳以上の部  16 名 

 ＊一般女子の部 30 名   ＊一般男子の部   28 名   

６）参加者    総勢 261 名（コンテスト出演・ゲスト 3 団体・太鼓連盟・スタッフ他） 

７）審査委員     ※委員長 滑川 智大(葵太鼓会長)   

加藤  隆（東京都太鼓連盟理事）  今泉 豊(助六太鼓 代表) 

渡辺 浩之（東京都太鼓連盟事務局） 中村 祐之（葛飾太鼓連盟副会長） 

審 査 結 果 

部 門 優 勝 第２位 第３位 

子供の部 グーチャーニー明峰 宮岸 大也 小島 夏恋 

50 歳以上の部 船木 千晴 荒川 和彦 舛田由美子 

一般女子の部 桜 りりぃ 小林 優那 宮岸 真那 

一般男子の部 野本 治男 阿田 直樹 吉田慎之介 

 

今回、遠く北は秋田県・南は愛知県から来て頂きました！毎回遠方より有り難い事です。 

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。 

開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。コンテスト出演者時は 

特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、頑張れ～の声が、こだましていました。 

ゲストの大元組・和光太鼓・関東やまと太鼓さまの素晴らしい演奏を披露して頂き舞台が盛りあが 

りました。 

 

＊次回、2012 年 9 月 23 日（日）に第 12 回江戸川の太鼓及び第 10 回盆太鼓日本一コンテストを 

開催致します。ありがとうございました、以上御礼及び報告迄。 

 

2011 年 9 月 27 日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp 



 

第 12回江戸川区の太鼓及び第 10回盆太鼓日本一コンテスト 

結 果 報 告 書 

１）開催日     2012年 9月 23日（日）開演 10時 30分～16時 00分迄 

２）場所      江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール） 

３）入場者     約 1102名（満員御礼） 有料入場者数 （904名）招待客他（198名） 

４）出演者     ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓 

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊寿太鼓 ＊関東天狗太鼓 ＊江戸若駒太鼓 

５）ゲスト        ５）ゲスト     ①東京都太鼓連盟（和光太鼓）   ②東京都太鼓連合（大元組） 

葛飾                ③葛飾太鼓連盟（雅轟太鼓）           

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部   26名   ＊50歳以上の部  16名 

  ＊一般女子の部 32名   ＊一般男子の部   31名   

６）参加者    総勢 248名（コンテスト出演・ゲスト 3団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他） 

７）審査委員 ※委員長 滑川 智大(葵太鼓会長)   

石川 雅彦（東京都太鼓連盟）       今泉 豊(助六太鼓 代表) 

岸野 勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役） 中村 祐之（葛飾太鼓連盟副会長） 

審 査 結 果 

部 門 優 勝 第２位 第３位 

子供の部 後藤 茉夏 古賀 慶吾 渡邉 梨央 

50歳以上の部 喜納 均 舛田由美子 荒川 和彦 

一般女子の部 宮岸 真那 湧井 あやか 斉藤 いつか 

一般男子の部 横山 正 山下 豊 岡田 和凡 

 

今回、遠く北は青森県・南は愛知県から来て頂きました！毎回遠方より有り難い事です。 

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。 

朝から雨でしたが開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。 

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、頑張れ～の声が、 

こだましていました。 

又、ゲストの大元組・和光太鼓・雅轟太鼓さまの素晴らしい演奏を披露して頂き舞台（客席）が一体となり盛り

あがりました。これも関係各位のご協力たまものと心から御礼申し上げます。 

 

＊次回、2013年 6月 9日（日）に第 13回江戸川の太鼓及び第 12回盆太鼓日本一コンテスト（チャンピオン大

会）を開催致します。ありがとうございました。 以上御礼及び報告迄。 

 

2012年 9月 24日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp 

 

※追伸 盆太鼓コンテスト日本一を 12回と致しましたのは平成 19年に開催したチャンピオン大会を 

回数に入れてなかったのを今般、加える事で 12回となります。ご理解よろしくお願い致します。 

mailto:tj-shimizu@h2.dion.ne.jp


 

第 13回江戸川区の太鼓及び第 12回盆太鼓日本一コンテスト（チャンピオン大会） 

結 果 報 告 書 

１）開催日     2013年 6月 9日（日）開演 10時 30分～15時 30分迄 

２）場所      江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール） 

３）入場者     約 986名（満員御礼） 有料入場者数 （756名）招待客他（230名） 

 

４）出演者     ＊江戸桜太鼓  ＊江戸川太鼓   ＊新田太鼓   ＊江戸若駒太鼓 

＊大亀太鼓   ＊平井西太鼓   ＊寿太鼓    ＊関東天狗太鼓  

＊亀有どんどこ太鼓        ＊江戸っ子わんぱく太鼓 

 

５）ゲスト        ５）ゲスト     ①東京都太鼓連盟（せんば太鼓） ②東京都太鼓連合（大江戸助六太鼓 若衆） 

葛飾                ③葛飾太鼓連盟（葛飾諏訪太鼓）           

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊2008年～2012年の各部門（子供・一般女子・一般男子・シニア）    

                   優勝者 18名  

６）参加者    総勢 228名（コンテスト出演・ゲスト 3団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他） 

７）審査委員  

※委員長 滑川 智大(葵太鼓会長)       今泉 豊(助六太鼓 代表) 

藤田政市（東京都太鼓連盟）    岸野 勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役） 

          中村 祐之（葛飾太鼓連盟副会長） 

審 査 結 果 

優勝（10万円） 第２位 （3万円） 第３位（1万円） 特別賞（1万円） 

上 龍  佐藤 康二 宮岸 真那 船木 千春 

 

今回、遠く北は秋田県・南は愛知県から来て頂きました！毎回遠方より有り難い事です。 

チャンピオン大会と言う事で過去 5年間の強者たちの演奏は迫力満点、審査委員の先生方は点数を 

付けるのに大変ご苦労なさいました。 

 

又、ゲストの大江戸助六太鼓（若衆）・せんば太鼓・葛飾諏訪太鼓様の素晴らしい太鼓演奏を披露 

して頂き舞台（客席）が一体となり盛りあがりました。 

これも関係各位のご協力たまものと心から御礼申し上げます。 

 

＊次回、2014年 6月 22（日）に第 14回江戸川の太鼓及び第 13回盆太鼓日本一コンテスト 

を船堀タワーホールで開催致します。皆様の応募をお待ちいたしております。 

ありがとうございました。 以上御礼及び報告迄。 

 

2013年 6月 10日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp 

 

 

mailto:tj-shimizu@h2.dion.ne.jp


第 1４回江戸川区の太鼓及び第 1３回盆太鼓日本一コンテスト

結 果 報 告 書

１）開催日 2014年 6月 22日（日）開演 10時 30分～16時 10分迄

２）場所 江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール）

３）入場者 約 1100名（満員御礼） 有料入場者数 （750名）招待客他（350名）

４）出演者 ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊江戸の粋 寿太鼓 ＊関東天狗太鼓

＊亀有ドンドコ太鼓 ＊江戸若駒太鼓

５）ゲスト ５）ゲスト ①東京都太鼓連盟（府中国府太鼓 国府睦会）

②東京都太鼓連合（河乃裕季と和太鼓飛翔）

③葛飾太鼓連盟（葛飾鳴龍太鼓）

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部：28名 ＊一般女子の部：23名

＊一般男子の部：28名

※60歳パフォマーの部 10名

６）参加者 総勢 254名（コンテスト出演・ゲスト 3団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他）

７）審査委員 ※委員長 滑川 智大(葵太鼓会長) 今泉 美香(助六太鼓 )

小林 香菜子（東京都太鼓連盟） 龍桜朱泉（龍桜流やぐら太鼓 副会主）

岸野 勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役）

審 査 結 果

部 門 優 勝 第２位 第３位

子供の部 菅沼 はな 片桐 空 古賀 陽

一般女子の部 グーチャーニー明峰 湧井 あやか 花島 沙弥

一般男子の部 大場 崇 山下 豊 吉田慎之助

今回、遠く北は青森県・南は愛知県、愛知からはバス 1台をチャーターして東京見物を兼ねて来て

頂きました団体さんがありました。毎回遠方より有り難い事です。

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。

朝から小雨でしたが開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、○○頑張れ～の声が、

こだましていました。

又、ゲストの河乃裕季と和太鼓飛翔・府中国府太鼓 国府睦会・葛飾鳴龍太鼓さまの素晴らしい演奏を披露して

頂き舞台（客席）が一体となり盛りあがりました。これも関係各位のご協力たまものと心から御礼申し上げます。

＊次回、2015年 6月 21日（日）に第 15回江戸川の太鼓及び第 14回盆太鼓日本一コンテストを開催致します。

ありがとうございました。 以上御礼及び報告迄。

2014年 6月 23日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp

mailto:tj-shimizu@h2.dion.ne.jp


第 15 回江戸川区の太鼓及び第 14 回盆太鼓日本一コンテスト

結 果 報 告 書

１）開催日 2015 年 6 月 21 日（日）開演 10 時 30 分～16 時 10 分迄

２）場所 江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール）

３）入場者 約 1110 名（満員御礼） 有料入場者数 （650 名）招待客他（460 名）

４）出演者 ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊江戸の粋 寿太鼓 ＊関東天狗太鼓

＊亀有ドンドコ太鼓 ＊江戸若駒太鼓

５）ゲスト ５）ゲスト ①中野打越太鼓 東京都太鼓連盟

②助六 太鼓 東京都太鼓連合

③よつぎ鼓友 葛飾太鼓連盟

④龍桜 朱泉 和太鼓龍桜流 女流太鼓師

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部：27 名 ＊一般女子の部：20 名

＊一般男子の部：26 名

※60 歳パフォマーの部 10 名

６）参加者 総勢 236 名（コンテスト出演・ゲスト 4団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他）

７）審査委員 ※今泉 豊(助六太鼓) 渡辺浩之（東京都太鼓連盟）

龍桜朱泉（和太鼓龍桜流 会主） 岸野 勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役）

審 査 結 果

部 門 優 勝 第２位 第３位

子供の部 佐藤 妃音 古賀 陽 大曾根 雅

一般女子の部 湧井 あやか 古賀 明子 花島 沙弥

一般男子の部 吉田慎之助 六反田 響 古賀 一寿

今回、遠く北は秋田県・南は岐阜県、北関東・甲信越地区からもお出で頂き帰りに東京見物を楽しみに

されている方もおられました・

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。

朝から小雨でしたが開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、○○頑張れ～の声が、

こだましていました。

又、ゲストの助六太鼓さん・中野打越太鼓さん・よつぎ鼓友さん・龍桜朱泉さんの素晴らしい演奏を

披露して頂き舞台（客席）が一体となり盛りあがりました。これも関係各位のご協力たまものと心から

御礼申し上げます。

＊次回、2016 年 6 月 26 日（日）に第 16 回江戸川の太鼓及び第 15 回盆太鼓日本一コンテストを開催致します。

ありがとうございました。 以上御礼及び報告迄。

2015 年 6 月 22 日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp



第 16回江戸川区の太鼓及び第 15回盆太鼓日本一コンテスト

結 果 報 告 書
１）開催日 2016年 6月 26日（日）開演 10時 30分～16時 10分迄

２）場所 江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール）

３）入場者 約 860名（満員御礼） 有料入場者数 （660名）招待客他（200名）

４）出演者 ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊江戸の粋 寿太鼓 ＊関東天狗太鼓

＊亀有ドンドコ太鼓 ＊江戸若駒太鼓

５）ゲスト ５）ゲスト ①和光太鼓 東京都太鼓連盟

②向島遊神太鼓 東京都太鼓連合

③関東やまと太鼓 葛飾太鼓連盟

④龍桜 朱泉 和太鼓龍桜流 女流太鼓師

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部：37名 ＊一般女子の部：23名

＊一般男子の部：27名

※60歳パフォマーの部 4名

６）参加者 総勢 220名（コンテスト出演・ゲスト 4団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他）

７）審査委員 ※滑川智大（葵太鼓） 今泉ミカ(助六太鼓) 小林香菜子（東京都太鼓連盟）

龍桜朱泉（和太鼓龍桜流 会主） 岸野 勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役）

審 査 結 果
部 門 優 勝 第２位 第３位

子供の部 片桐 空 安藤 来羅 市川 亜未

一般女子の部 吹場 千珠 増井 都 花島 沙弥

一般男子の部 古賀 一寿 山下 豊

今回、遠く北は秋田県・南は岐阜県、北関東・甲信越地区からもお出で頂き帰りに東京見物を楽しみに

されている方もおられました・

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。

素晴らしい天気に恵まれ開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、○○頑張れ～の声が、

こだましていました。

又、ゲストの和光太鼓さん・向島遊神太鼓さん・関東やまと太鼓さん・龍桜朱泉さんの素晴らしい演奏を

披露して頂き舞台（客席）が一体となり盛りあがりました。これも関係各位のご協力たまものと心から

御礼申し上げます。

＊次回、2017年 6月 25日（日）に第 17回江戸川の太鼓及び第 16回盆太鼓日本一コンテストを開催致します。

ありがとうございました。 以上御礼及び報告迄。

2016年 6月 27日（月） 江戸川区太鼓連盟「事務局」 シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp



第 17回江戸川区の太鼓及び第 16回盆太鼓日本一コンテスト

結 果 報 告 書

１）開催日 2017年 6月 25日（日）開演 10時 30分～16時 10分迄

２）場所 江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール）

３）入場者 約 855名（満員御礼） 有料入場者数 （655名）招待客他（200名）

４）出演者 ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊江戸の粋 寿太鼓

＊亀有ドンドコ太鼓 ＊江戸若駒太鼓

５）ゲスト ５）ゲスト ①荏原流れ太鼓ひびき会 （日本太鼓財団 東京支部）

②龍桜朱泉＆佐藤ぶん太

③雅轟太鼓 （葛飾太鼓連盟）

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部：36名 ＊一般女子の部：31名

＊一般男子の部：37名 ※60歳パフォマーの部 4名

６）参加者 総勢 220名（コンテスト出演・ゲスト 3団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他）

７）審査委員 ※滑川智大（葵太鼓） 小林香菜子（日本太鼓財団 東京支部））

龍桜朱泉（和太鼓龍桜流 会主） 水落奈津子（助六太鼓）

審 査 結 果

部 門 優 勝 第２位 第３位

子供の部 糸井 雄誠 早坂 奏美 古賀 樹

一般女子の部 摂津 真央 古賀 明子 鈴木 理加

一般男子の部 前川 直也 千葉 脩斗 山下 豊

今回、遠く北は青森県・南は愛知県、北関東・甲信越地区からもお出で頂き帰りに東京見物を楽しみに

されている方もおられました。

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。

小雨模様でしたが開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、○○頑張れ～の声が、

こだましていました。

又、ゲストの荏原流れ太鼓ひびき会さん・雅轟太鼓さん・龍桜朱泉さん＆佐藤ぶん太さんの素晴らしい

演奏を披露して頂き舞台（客席）が一体となり盛りあがりました。これも関係各位のご協力たまものと

心から御礼申し上げます。

＊次回、2018年 6月 17日（日）に第 18回江戸川の太鼓及び第 17回盆太鼓日本一コンテストを開催致し

ます。ありがとうございました。

以上御礼及び報告迄。

2017年 6月 26（月）江戸川区太鼓連盟「事務局」シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp



第 18回江戸川区の太鼓及び第 17回盆太鼓日本一コンテスト

結 果 報 告 書

１）開催日 2018年 6月 17回日（日）開演 10時 30分～16時 10分迄

２）場所 江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール）

３）入場者 約 801名（満員御礼） 有料入場者数 （600名）招待客他（201名）

４）出演者 ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓

＊大亀太鼓 ＊平井西太鼓 ＊江戸の粋 寿太鼓

＊亀有ドンドコ太鼓 ＊江戸若駒太鼓

５）ゲスト ５）ゲスト ①暁太鼓 （日本太鼓財団 東京支部）

②龍桜朱泉

③葛飾鳴龍太鼓 （葛飾太鼓連盟）

（盆太鼓コンテスト出演者） ＊子供の部：33名 ＊一般女子の部：31名

＊一般男子の部：33名

※60歳パフォマーの部 2名

６）参加者 総勢 228名（コンテスト出演・ゲスト 3団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他）

７）審査委員 ※滑川智大（葵太鼓） 小林香菜子（日本太鼓財団 東京支部））

龍桜朱泉（和太鼓龍桜流 会主） 水落奈津子（助六太鼓）

審 査 結 果

部 門 優 勝 第２位 第３位

子供の部 八田羽萌々 阿田 愛音 古賀 樹

一般女子の部 小山 渚 杉山 順子 古賀 明子

一般男子の部 宮岸 大也 六反田 響 上 龍

今回、遠く北は秋田県・南は滋賀県、北関東・甲信越地区からもお出で頂き帰りに東京見物を楽しみに

されている方もおられました。

コンテストは毎回多くの方に応募して頂き地域の枠を超えた大きなイベントになりつつあります。

朝から天気も良く、開演前より多くの方に並んで頂き開場と同時に熱戦が繰り広げられました。

コンテスト開催時は特に団体毎の応援も見逃せないひとこまでした。館内中、○○頑張れ～の声が、

こだましていて楽しい雰囲気でした。

又、ゲストの暁太鼓さん・葛飾鳴龍太鼓さん・龍桜朱泉さんの素晴らしい演奏を披露して頂き舞台（客席）が

一体となり盛りあがりました。これも関係各位のご協力たまものと心から

御礼申し上げます。

＊次回、2019年 6月 9日（日）に第 19回江戸川の太鼓及び第 18回盆太鼓日本一コンテスト

（チャンピオン大会）を開催致します。ありがとうございました。

以上御礼及び報告迄。

2018年 6月 18（月）江戸川区太鼓連盟「事務局」シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp



 

第 19回江戸川の太鼓及び 

第 18回盆太鼓日本一コンテスト チャンピオン大会 

結 果 報 告 書 

 

１）開催日     2019年 6月 9日（日）開演 10時 30分～15時 40分迄 

２）場所      江戸川区 船堀タワーホール（ 大ホール） 

３）入場者     約 705名（満員御礼） 有料入場者数 （501名）招待客他（204名） 

４）出演者     ＊江戸桜太鼓 ＊江戸川太鼓 ＊江戸っ子わんぱく太鼓 ＊新田太鼓 

＊大亀太鼓  ＊平井西太鼓 ＊寿太鼓   ＊亀有ドンドコ太鼓      

５）ゲスト        ５）ゲスト     ①葛飾御諏訪太鼓   （日本太鼓財団 東京支部）  

 ②龍桜朱泉      （和太鼓龍桜流 会主） 

               ③葛飾鳴龍太鼓    （葛飾太鼓連盟）  

④松本太鼓 

⑤若駒太鼓        

歴代チャンピオン出演者 第 13回~17回 14名        

※60歳パフォマーの部 6名 

６）参加者    総勢 195名（コンテスト出演・ゲスト 5団体・江戸川区太鼓連盟・スタッフ他） 

７）審査委員 ※滑川智大（葵太鼓） 今泉豊（助六太鼓） 小林香菜子（日本太鼓財団 東京支部）   

龍桜朱泉（和太鼓龍桜流 会主）  岸野勉（荏原流れ太鼓ひびき会 相談役） 

審 査 結 果 

部 門 優 勝 第２位 第３位 特別賞 

歴代チャンピオン 宮岸 大也 大場 崇 前川 直也 古賀 一寿 

今回、チャンピオン大会で過去の 5回大会の優勝者 14名（1名不参加）が参加して競われました。 

各人、素晴らしい演技が披露され誰が優勝しても遜色ないレベルの高い審査委員泣かせの戦いでした。 

お疲れさまでした。 

又、ゲストの葛飾御諏訪太鼓さん・葛飾鳴龍太鼓さん・龍桜朱泉さん・松本太鼓さん・若駒太鼓さん 

素晴らしい演奏を披露して頂き舞台と客席が一体となり大いに盛りあがりました。 

これも関係各位のご協力の賜物と心から御礼申し上げます。 

 

＊次回、2020年 6月 14日（日）に第 20回江戸川の太鼓及び第 19回盆太鼓日本一コンテスト 

を開催致します、ありがとうございました。 

  

以上御礼及び報告迄。 

 

2019年 6月 10（月）江戸川区太鼓連盟「事務局」シミズ tj-shimizu@h2.dion.ne.jp 
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