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1221-1284 Alfonso X アルフォンソ10世 スペイン 〇 カスティーリャ王国の国王 「聖母マリア領歌集」

1445-1526 Hans Judenkönig ハンス・ユーデンクーニヒ ドイツ 〇 リューティスト作曲家
「マドンナ・カテリーナ」「復活
の日は」

1445–1526 Giovanni Maria Alemanni ジョヴァンニ・マリア・アレマニー イタリア リューティスト作曲家
ｆｌ.1507 Francesco Spinacino フランチェスコ・スピナチーノ イタリア 〇 リューティスト作曲家、 最初のリュート用タブラチュ
fl. 1508 Joan Ambrosio Dalza ヨアン・アンブロシオ・ダルツァ イタリア 〇 リューティスト作曲家
fl. 1510 Franciscus Bossinensis フランシスクス・ボッシネンシス イタリア 〇 リューティスト作曲家

c.1450-1521 Josquin Des Prez ジョスカン・デ・プレ フランス 〇 リューティスト作曲家
「千々の悲しみ」「ミサ曲パン
ジェ・リングァ」

1451-1522 Franchinus Gaffurius フランキヌス・ガフリウス イタリア 〇 リューティスト作曲家
1466-1500 Serafino Aquilano セラフィーノ・アクィラーノ イタリア 〇 リューティスト作曲家

1470–1530 Giovanni Angelo Testagrossa
ジョヴァンニ・アンジェロ・テスタ
グロッサ

イタリア リュート奏者・歌手
ｃ.1470-
1535

Bartolomeo Tromboncino ルトロメオ・トロンボンチーノ イタリア 〇 リューティスト作曲家
1474–1548 Vincenzo Capirola ヴィンチェンツォ・カピローラ イタリア 〇 リューティスト作曲家・貴族
c.1480–
ｃ.1538

Marco Dall'Aquila マルコ・ダッラクイラ イタリア 〇 リューティスト作曲家

1485-1535 Franciscus Bossinensis フランシスクス・ボッシネンシス イタリア 〇 リューティスト作曲家
ｃ.1490-
1562

Claudin de Sermisy クローダン・ド・セルミジ フランス 〇 リューティスト作曲家
c.1490–1563 Pietro Paolo Borrono ピエトロ・パオロ・ボッローノ イタリア 〇 リューティスト作曲家

c.1494–1551 Pierre Attaingnant ピエール・アテニャン フランス 〇 音楽出版者
「ガイヤルド」「パヴァーヌ」
「マグレーナ」

1497–1543 Francesco Canova da Milano フランチェスコ・ダ・ミラノ イタリア 〇 リューティスト作曲家 「ファンタジア」「リチェルカー
c.1500–
c.1561

Luis de Milán ルイス・デ・ミラン スペイン 〇 ビウエラ奏者・作曲家
譜本：エル・マエストロ、「6つ
のパヴァーナ」、「ファンタジ

●

c.1500–1549 Luys de Narvaez ルイス・デ・ナルバエス スペイン 〇 ビウエラ奏者・作曲家
「牛を見張れによる変奏曲」
「皇帝の歌」

●

c.1500–1551 Albert de Rippe アルベール・ドゥ・リップ イタリア 〇 リューティスト作曲家
c.1500–
c.1557

Enriquez de Valderrabano エンリケス・デ・バルデラバーノ スペイン 〇 ビウエラ奏者・作曲家 譜本：人魚の詩歌集

c.1500–1579 Miguel de Fuenllana ミゲル・デ・フエンリャーナ スペイン 〇 ビウエラ奏者・作曲家 譜本：オルフェスの竪琴
ca.1500-
after 1549

Melchiore de Barberiis メルキオーレ・デ・バルベリス イタリア 〇 4コースギター奏者 コンティナと題された作品集

c.1508–1563 Hans Neusiedler ハンス・ノイジードラー ドイツ 〇 リューティスト作曲家
「プレアンブロと舞曲」「イタリ
ア舞曲と後奏舞曲」「前奏

1509–1557 Diego Pisador ディエゴ・ピサドール スペイン 〇 ビウエラ奏者・作曲家 譜本：ビウエラのための譜本
c.1510-
c.1561

Guillaume de Morlaye ギヨーム・モルラーユ フランス 〇
リューティスト作曲家、４
コースギター奏者

「パドヴェーヌ」「ブランルとガ
イヤルド」「道化師たち」
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c.1510-
c.1565

Juan Bermudo フアン・ベルムード スペイン 〇 作曲家・音楽学者・数学者

1510–1566 Antonio de Cabezon アントニオ・デ・カベソン スペイン 〇 オルガニスト作曲家 「ティエント」「ディフェレンシ
c.1510–
c.1575

Pierre Phalèse ピエール・ファレーズ フランス 〇
リュート奏者・書籍/印刷/
出版業

c.1510–1580 Alonso Mudarra アロンソ・ムダーラ スペイン 〇
ビウエラ/ギター奏者・作
曲家

「ハープを模したファンタジ
ア」「ロマネスカ」

1513-1578 Simon Gorlier シモン・ゴルリエ ４コースギター奏者
1520-1580 Grégoire Brayssing グレゴワール・ブレッサン

1520–1591 Vincenzo Galilei ヴィンチェンツォ・ガリレイ イタリア 〇
リューティスト作曲家。音
楽理論家、ガリレオ・ガリレ
イの父

「リュートのための六つの小
品（O.キレゾッティ訳編）」

c.1520–1598 Adrian Le Roy アドリアン・ル・ロア フランス 〇
リュート/マンドーレ/４コー
スギター奏者・作曲家・出
版者・編集者

「パッスメーズ」「私はもっと
眠っていたい」

c.1525-1594 Giovanni Pierluigi da Palestrin
ジョヴァンニ・P・ダ・パレスト
リーナ

イタリア 〇 音楽家 「野山は花の賑わい」

c.1526–
c.1605

Fabritio Caroso ファブリティオ・カローゾ イタリア 〇
舞踏家、舞踊音楽の作曲
家

c.1532-1594 Orlando di Lasso オルランド・ディ・ラッソ ベルギー 〇 音楽家 「シュザンヌはある日」
1535-1578 Miguel de Fuenllana ミゲル・デ・フェンリャーナ ４コースギター奏者
c.1537–
c.1591

Esteban Daza エステファン・ダサ スペイン 〇 ビウエラ奏者、作曲家 謄本：パルナッソス山

c.1539–1581 Fabrizio Dentice ファブリツィオ・デンティーチェ イタリア 〇 リュート/ヴィオール奏者
c.1543-1623 William Byrd ウィリアム・バード イギリス 〇 音楽家 「フォーテュン」「未開の森」
1548-1611 Tomás Luis de Victoria トマス・ルイ・デ・ビクトリア スペイン 〇 音楽家 「主よ、われは値せず」
c.1550–1595 Francis Cutting フランシス・カッティング イギリス リューティスト作曲家 「アルメイン」「ガイヤルド」

1550-1624 Vicente Espinel ビセンテ・エスピネル スペイン
文学家、音楽家、5弦ギ
ター開発

1553-1579 Miguel de Fuenllana スペイン Vihuela rablarure

1557–c.1602 Thomas Morley トーマス・モーリー イギリス 〇
作曲家、音楽理論家、歌
手、オルガン奏者

「アリソンの弔鐘」「パヴァー
ヌ」

c.1560-1610 Thomas Robinson トマス・ロビンソン イギリス 〇 リューティスト作曲家 「メリー・メランコリー」「アルメ

1563–1626 John Dowland ジョン・ダウランド イギリス 〇
リューティスト作曲家、歌
手

「涙のパヴァーナ」「エリザベ
ス女王のガイヤルド」

●

c.1565-1638 Francis Pilkington フランシス・ピルキントン イギリス 〇 リューティスト作曲家
c.15xx-16xx Robert Ascue ロバート・アスキュー イギリス リューティスト作曲家、
c.1566-1613 Carlo Gesualdo カルロ・ジェズアルド イタリア 〇 音楽家 「ソナタ ト長調」

1566–c.1638 Alessandro Piccinini アレッサンドロ・ピッチニーニ イタリア 〇 リューティスト作曲家
「タブラチュアによるリュート
とキタローネ曲集」
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1568-1638 René Mesangeau ルネ・メッサンジョー フランス 〇 リューティスト作曲家

c.1570–
c.1633

Simone Molinaro シモーネ・モリナーロ イタリア 〇 リューティスト作曲家
「サルタレット」「舞曲：オルラ
ンド伯爵」

1571-1621 Michael Praetorius ミヒャエル・プレトリウス ドイツ 〇
作曲家、テルプシコーレ舞
曲集

「テレプシコード舞曲集」

1572-1619 Daniel Bacheler ダニエル・バチェラー イギリス 〇 リューティスト作曲家 「ムッシューのアルメイン」
1572-1642 Juan Carlos Amat フアン・カルロス・アマット スペイン 〇

医師、音楽家、ギター愛好
家

「スペイン式ギターとパン
c.1575-1628 Alfonso Ferrabosco II アルフォンソ・フェッラボスコ 二世 イギリス 〇 作曲家、ヴィオール奏者
1575–1631 Michelagnolo Galilei ミケランジェロ・ガリレイ イタリア 〇 リューティスト作曲家
c.1575–1651 Ennemond Gaultier エヌモン・ゴーティエ フランス 〇 リューティスト作曲家
1580–1649 Bellerofonte Castaldi ベレロフォンテ・カスタルディ イタリア 〇

リューティスト作曲家、詩
人

c.1580–1651 Giovanni Girolamo Kapsperger
ジョヴァンニ・ジローラモ・カプス
ペルガー

イタリア 〇 リューティスト作曲家
「タブラチュアによるリュート
とキタローネ曲集」

1583 - 1633 Robert Johnson ロバート・ジョンソン イギリス 〇 リューティスト作曲家 「御者の口笛」「アルメイン」
1583–1643 Girolamo Frescobaldi ジローラモ・フレスコバルディ イタリア 〇 キーボード作曲家 「アリアと変奏」「パッサカリ
c.1597–1672 Denis Gaultier ドゥニ・ゴーティエ フランス 〇 リューティスト作曲家
fl.1610s–
1630s

Luis de Briceno ルイス・デ・ブリセーニョ スペイン ギター奏者、理論家
ｃ.1600-
1652

Jacques Gaultier ジャックス・ゴルチエ フランス 〇 リューティスト作曲家

1603-1672 Denis Gaultier ドゥニ・ゴーティエ フランス 〇 リューティスト作曲家
「新しい3つの様式による
リュート曲集」

1613-c.
1706

Thomas Mace トーマス・メイス イギリス 〇 リューティスト作曲家

c.1615-1680 Angelo Michele Bartolotti アンジェロ・ミケーレ・バルロッティ イタリア 〇
ギター/テオルボ奏者、作
曲家

c.1615–1681 Francesco Corbetta フランシスコ・コルベッタ スペイン 〇
5コースギター奏者、教
師、作曲家

「パッサカリア」「サラバンド」
「前奏曲」

1616-1667 Johann Jakob Froberger ヨハン・J・フローベルガー ドイツ 〇 鍵盤曲作曲家 「組曲イ短調」
1617-c.1699 Charles Mouton シャルル･ムートン フランス 〇 リューティスト作曲家
1620 - 1687 Giovanni Battista Granata ジョバンニ・バッティスタ・グラナー イタリア 〇

5コースギター奏者、作曲
家

1621-1649 Giovanni Paolo Foscarini ジョバンニ・パオロ・フォスカリーニ イタリア 〇
ギター/リュート奏者、理論
家、作曲家

c.1625-
c.1695

Jacques Gallot ジャック・ガロー フランス 〇 リューティスト作曲家

c.1626-1661 Louis Couperin ルイ・クープラン フランス 〇 作曲家 「パッサカリア」「6つの小品」

1626-c.1677 Lucas Ruiz de Ribayaz ルーカス・ルイス・デ・リバイエス スペイン 〇
ハープ奏者、ギター/
リュート作曲家

1637-1707 Dieterich Buxtehude ディートリヒ・ブクステフーデ ドイツ 〇 オルガン作曲家 「組曲ホ短調」
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Mesangeau
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:M%C3%A9zangeau,_Ren%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Molinaro
https://imslp.org/wiki/Category:Molinaro,_Simone
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Praetorius
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%92%E3%83%A3%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Praetorius,_Michael
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bacheler
https://imslp.org/wiki/Category:Bacheler%2C_Daniel
https://imslp.org/wiki/Category:Amat%2C_Juan_Carlos
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Ferrabosco_the_younger
https://imslp.org/wiki/Category:Ferrabosco_Jr.,_Alfonso
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelagnolo_Galilei
https://imslp.org/wiki/Category:Galilei,_Michelangelo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennemond_Gaultier
https://imslp.org/wiki/Category:Gaultier,_Ennemond
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellerofonte_Castaldi
https://imslp.org/wiki/Category:Castaldi,_Bellerofonte
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hieronymus_Kapsberger
https://imslp.org/wiki/Category:Kapsperger,_Giovanni_Girolamo
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson_(English_composer)
https://imslp.org/wiki/Category:Johnson,_Robert
https://en.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Frescobaldi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Frescobaldi,_Girolamo
https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Gaultier
https://imslp.org/wiki/Category:Gaultier,_Denis
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Brice%C3%B1o
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gaultier
https://imslp.org/wiki/Category:Gaultier,_Jacques
https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Gaultier
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8
https://imslp.org/wiki/Category:Gaultier,_Denis
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mace
https://imslp.org/wiki/Category:Mace,_Thomas
https://en.wikipedia.org/wiki/Angelo_Michele_Bartolotti
https://imslp.org/wiki/Category:Bartolotti%2C_Angelo_Michele
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Corbetta
https://imslp.org/wiki/Category:Corbetta,_Francesco
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Froberger
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Froberger,_Johann_Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Mouton
https://imslp.org/wiki/Category:Mouton,_Charles
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Granata
https://imslp.org/wiki/Category:Granata,_Giovanni_Battista
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_Foscarini
https://imslp.org/wiki/Category:Foscarini,_Giovanni
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gallot
https://imslp.org/wiki/Category:Gallot,_Jacques
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Couperin
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Couperin,_Louis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_Ruiz_de_Ribayaz
https://imslp.org/wiki/Category:Ruiz_de_Ribayaz,_Lucas
https://en.wikipedia.org/wiki/Dieterich_Buxtehude
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%96%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%87
https://imslp.org/wiki/Category:Buxtehude,_Dietrich
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1640–1710 Gaspar Sanz ガスパル・サンス スペイン 〇
オルガン/ギタリスト作曲
家、神父

「スペイン組曲（カナリオスな
ど）」

●

1645-c.1700 August Kühnel アウグスト・キューネル ドイツ 〇 作曲家 「組曲イ長調」

1649–c.1717 Francisco Guerau フランチェスコ・ゲラウ スペイン 〇 作曲家
「カナリオス」「ビリャーノ」「マ
リオーナ」

c.1650–1721 Anton Logy アントン・ロジー ドイツ 〇
貴族、リューティスト作曲
家

「パルティータ」 ●
1653-1713 Arcangelo Corelli アルカンジェロ・コレッリ イタリア 〇 バイオリン作曲家 「ヴァイオリン・ソナタ：ラ・
1653-1706 Johann Pachelbel ヨハン・バッヘンベル ドイツ 〇 オルガン作曲家 「カノン」「リュート組曲ヘ短
1654-1713 Lodovico Roncalli ルドヴィコ・ロンカッリ イタリア 〇 5弦ギタリスト作曲家 「組曲ト短調」「パッサカリア」 ●
c.1655–
c.1732

Robert de Visée ロベール・ド・ヴィゼー フランス 〇
リュート/ギター/テオルボ/
ヴィオール奏者、作曲家

「組曲ニ短調」「コルベッタの
墓」

●
c. 1659–
1695

Henry Purcell ヘンリー・パーセル イギリス 〇 作曲家 「ロンド」「新しいアイルランド
1660-1748 François Campion フランソワ・カンピオン 5コースギター奏者
1668-1733 François Couperin フランソワ・クープラン フランス 〇 作曲家 「神秘な防壁」

1673–1739 Santiago de Murcia サンチャゴ・デ・ムルシア スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「前奏曲とアレグロ」「スペイ
ンのフォリア」「ハラカス」

●

1676-1740 Johann Georg Weichenberger
ヨハン・ゲオルク・ヴァイヒェンベ
ルガー

オーストリア 〇 リューティスト作曲家

1676-1754 Wolff Jacob Lauffensteiner
ヴォルフ・ヤコブ・ラウフェンシュ
タイナー

ドイツ リューティスト作曲家

1678–1741 Antonio Lucio Vivaldi アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルデ イタリア 〇
バロック後期の作曲家、バ
イオリン奏者、教師、神父

「チェロ・ソナタ変ロ長調」

1680-1730 Jean-Baptiste Lœillet ジャン＝バティスト・ルイエ ベルギー 〇 作曲家 「ハープシコード組曲第1番」
1683-1764 Jean-Philippe Rameau ジャン＝フィリップ・ラモー フランス 〇 作曲家、音楽理論家 「2つのメヌエット」

1685-1750 Johann Sebastian Bach ヨハン・ゼバスティアン・バッハ ドイツ 〇
バロック音楽の重要な作
曲家

「リュート組曲」、無伴奏ヴァ
イオリン／チェロ組曲

●

1685-1757 Domenico Scarlatti ドメニコ・スカルラッティ イタリア 〇 鍵盤楽器作曲家 「鍵盤のためのソナタ集」 ●
1685-1759 Georg Friedrich Händel ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル ドイツ 〇

バロック音楽の重要な作
曲家

「サラバンドHWV437」

1686-1747 François Campion フランソワ・カンピオン フランス 〇
ギター/テオルボ/リュー
ティスト作曲家

「組曲ニ短調」「ヴェルサイユ
の夕暮れ」

1687-1750 Sylvius Leopold Weiss シルヴィウス・レオポルト・ヴァイス ドイツ 〇 リューティスト作曲家
「ファンタジア ハ短調」「組曲
イ短調」「シャコンヌ」「ロジー
伯の墓に捧げるトンボー」

●

1690-1758 Giuseppe Antonio Brescianello
ジュセッペ・アントニオ・ブレッ
シャネロ

1690-1730 Leonardo Vinci レオナルド・ヴィンチ イタリア 〇 リューティスト作曲家
1696-1760 Ernst Gottlieb Baron エルンスト・ゴットリープ・バロン ドイツ 〇 リューティスト作曲家
1697-1756 Adam Falckenhagen アダム・ファルケンハーゲン ドイツ 〇 リューティスト作曲家
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Sanz
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Sanz,_Gaspar
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1640_G.Sanz_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/August_K%C3%BChnel
https://imslp.org/wiki/Category:K%C3%BChnel,_August
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Guerau
https://imslp.org/wiki/Category:Guerau,_Francisco
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Anton%C3%ADn_Losy
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Losy,_Jan_Antonin
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1650_A.Logy_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%AA
https://imslp.org/wiki/Category:Corelli,_Arcangelo
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Pachelbel,_Johann
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Roncalli
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%AA
https://imslp.org/wiki/Category:Roncalli,_Lodovico
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1654_L.Roncalli_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Vis%C3%A9e
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%BC%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Vis%C3%A9e,_Robert_de
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1650_R.d.Visee_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Purcell,_Henry
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Couperin
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Couperin,_Fran%C3%A7ois
https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Murcia
https://imslp.org/wiki/Category:Murcia,_Santiago_de
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1673_S.de%20Murcia_Works_List.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Weichenberger
https://imslp.org/wiki/Category:Weichenberger,_Johann_Georg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolff_Jakob_Lauffensteiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Loeillet_of_London
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Loeillet,_Jean_Baptiste
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Rameau,_Jean-Philippe
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%8F
https://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Johann_Sebastian
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1685_J.S.Bach_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Domenico_Scarlatti
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Scarlatti,_Domenico
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1685_D.Scarlatti_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Handel,_George_Frideric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Campion
https://imslp.org/wiki/Category:Campion%2C_Fran%C3%A7ois
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvius_Leopold_Weiss
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Weiss,_Sylvius_Leopold
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1687_S.L.Weiss_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Vinci
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%81
https://imslp.org/wiki/Category:Vinci,_Leonardo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gottlieb_Baron
https://imslp.org/wiki/Category:Baron%2C_Ernst_Gottlieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Falckenhagen
https://imslp.org/wiki/Category:Falckenhagen,_Adam
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1704-1742 Carlos de Seixas カルロス・セイシャス ポルトガル 〇
オルガン/ハープシコード
奏者・作曲家

1706-1784 Giovanni Battista Martini ジョヴァンニ・マルティーニ イタリア 〇 音楽理論家、作曲家
1706-1785 Baldassare Galuppi バルダッサーレ・ガルッピ イタリア 〇 オペラ作曲家 Allegro Marziale（編曲）
1713-1780 Johann Ludwig Krebs ヨハン・ルートヴィヒ・クレープス ドイツ ○ オルガン奏者、作曲家 ギター協奏曲ト長調

1713-1800 Christian Friedrich Schale クリスティアン・フリードリヒ・シャー ドイツ 〇
オルガン/チェロ奏者、作
曲家

キーボードから編曲「メヌ
エットI、II」

1714-1787 Christoph Willibald Gluck
クリストフ・ヴィリバルト・グ
ルック

ドイツ 〇 オペラ作曲家
オペラ「オルフェオとエウリ
ディーチェ」から「精霊の踊

1714-1788 Carl Philipp Emanuel Bach
カール・フィリップス・エマヌエ
ル・バッハ

ドイツ 〇 作曲家
「シチリアーナ～ソナタ第4番
3楽章」「ア・ラ・ポラッカ」

1720-1787 Bernhard Joachim Hagen ベルンハルト・ヨアヒム・ハーゲン ドイツ リューティスト作曲家 「ロカテッリ変奏曲」
1722-1795 Georg Benda ゲオルク・ベンダ チェコ 〇 作曲家 「2つのソナティネ」
1726-1784 Karl Kohaut カール・コウハト オーストリア ○ リューティスト作曲家 リュート協奏曲
1729-1783 Antonio Soler アントニオ・ソレール スペイン 〇 作曲家・聖職者 「ファンダンゴ」「ソナタR4、

1730-1789 Giacomo Merchi ジャコーモ・メルキ イギリス 作曲家
「スペインのフォリアによる変
奏曲」

1731-1799 Frantisek Xaver Dusek
フランティシェク・クサヴェル・
デュシェック

チェコ 〇 作曲家・クラヴィーア奏者

1732-1809 Franz Joseph Haydn フランツ・ヨーゼフ・ハイドン ドイツ 〇 古典派を代表する作曲家 「メヌエット」「ラルゴ・アッサ
1739-1813 Johann Baptist Wanhal ヨハン・バプティスト・ヴァンハル チェコ 〇 ウィーン古典派の作曲家
1740-1790 Charles Clagget チャールズ・クラジェット アイスランド 作曲家
1740-1795 Carl Michael Bellman カール・ミカエル・ベルマン スウェーデン 〇 宮廷詩人

17ｘｘ-1806 Charles Doisy シャルル・ドワジー フランス ○ ギター奏者・作曲家
「ギターと弦楽四重奏のため
の大協奏曲」

c.1740-1816 Fernando Ferandiere フェルナンド・フェランディエレ スペイン 〇 バイオリン奏者、作曲家、
「ギターソナタOp.1a-3」「主
題と10の変奏」「道化師の踊

1741-1816 Jean Paul Egide Martini ジャン・ポール・マルティーニ ドイツ 〇 作曲家、「愛の喜び」など

1743-1805 Luigi Boccherini ルイジ・ボッケリーニ イタリア 〇 チェロ奏者、作曲家
「ギター五重奏曲第1～9番」
「序奏とファンダンゴ」

1747-1799 Narciso Casanovas ナルシソ・カサノバス スペイン 〇 作曲家 「キーボード・ソナタ集」
1747-1818 Leopold Kozeluh レオポルト・コジェルフ ウィーン 〇 作曲家・音楽教師

1749-1801 Domenico Cimarosa ドメニコ・チマローザ イタリア 〇 作曲家
「チェンバロ・ソナタ集」「歌劇
秘密の結婚序曲」

c1750- B. Vidal B. ヴィダル フランス ○ 作曲家
「ギターと弦楽四重奏のため
の協奏曲」

1750-1784 Manuel Blasco de Nebra マヌエル・ブラスコ・デ・ネブラ スペイン 〇 オルガン奏者・作曲家
1750-1831 Pierre Jean Porro ピア・ジーン・ポロ フランス 〇

ギター奏者・作曲家・出版
業
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1750-1808 Isidro de Laporta イシドロ・デ・ラポルタ スペイン ギター奏者・作曲家
「ギターソナタ へ長調」「ギ
ター三重奏曲第1～6番」

1751-1826 Antonio Ximénez Brufal アントニオ・ヒメネス スペイン バイオリニスト作曲家 「ギター三重奏曲第1～3番」

1752-1815 Christian Gottlieb Scheidler 
クリスティアン・ゴットリープ・シャ
イドラー

ドイツ 〇 リューティスト作曲家、 「ギターソナタ 第1番」

1753-1800 Johan Wikmanson ユーハン・ウィクマンソン スウェーデン オルガン奏者・作曲家
c.1755–1831 Mateo Albéniz マテオ・アルベニス スペイン 〇 作曲家・神父 「ソナタ ニ長調」

1756-1791 Wolfgang Amadeus Mozart
ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト

オーストリア 〇
古典派音楽・ウィーン古典
派作曲家

「メヌエット」「アンダンテ」

1757-1841 Alessandro Rolla アレッサンドロ・ロッラ イタリア 〇
バイオリン・ビオラ奏者・作
曲家・指揮者

1759-1833 Antonio da Silva Leite アントニオ・ダ・シルバ・レイテ ポルトガル 〇
オルガン/ギタリスト作曲
家

c.1760-
c.1800

Miguel Garcia (Padre Basilio) ミゲル・ガルシア スペイン
オルガン/ギタリスト作曲
家、通称パシリオ神父、6
弦ギター始祖

「メヌエット」

1766-1848 Simon Molitor シモン・モリトール ドイツ 〇
バイオリン/ギタリスト作曲
家

「大ソナタOp.7」「ソナタ
Op.21」「葬送行進曲」

●

1767-1815 Leonhard von Call レオンハルト・フォン・カル オーストラリア 〇 マンドリン/ギター奏者 「ギターソナタOp.22」 ●

1767-1831 Joseph Ignaz Schnabel ヨーゼフ・シュナーベル ドイツ 〇 作曲家
「ギターと弦楽四重奏のため
の五重奏曲」

1768–1820 Filippo Gragnani フィリッポ・グラニャーニ イタリア 〇 ギタリスト作曲家 「シンフォニア」「序曲」 ●

1768–1847 Francesco Molino フランチェスコ・モリーノ イタリア 〇
ギター・バイオリン奏者、
作曲家

「ギターソナタOp.6」「ロンド
イ長調Op.28-3」「ギター協奏

●

1768-1852 Antoine de Lhoyer アントワーヌ・ド・ロワイエ フランス 〇 ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲Op.16」

1769-1839 Federico Moretti フェデリコ・モレッティ イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「グラン・ソナタ」「幻想曲、変
奏曲とコーダ」「主題と変奏」

●

1770–1827 Ludwig van Beethoven ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェ ドイツ 〇
古典派音楽・ロマン派音楽
の作曲家

「ピアノ・ソナタ」「メヌエット」

1770-? Juan Antonio de Vargas y Guzmá
ファン・アントニオ・デ・パルガス・
イ・グスマン

スペイン ギタリスト作曲家
「ギターソナタ第1～3番」「ナ
ポリ行進曲」

1770-1841 Ferdinando Carulli フェルディナンド・カルッリ イタリア 〇 ギタリスト作曲家

「序曲Op.6-1」「ギターソナタ
Op.21-1」「ソナタOp.56」「幻
想曲OP.366」「ギター協奏曲
Op.8、140」

●

1771-1858 Johann Baptist Cramer ヨハン・バプティスト・クラーマー ドイツ 〇 ピアニスト作曲家 「エチュード」
1773-1830 Wenzel Thomas Matiegka ウェンツェル・トマス・マティーカ チェコ 〇 ギタリスト作曲家 「グランド・ソナタ」「ファンタ ●
1773-1850 Andrey Osipovich Sychra アンドレイ・・オシポヴィチ・シクラ ロシア ○ ギタリスト作曲家 「4つの演奏会用練習曲」 ●
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1774-c.1856 Luigi Moretti ルイージ・モレッティ イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「大ソナタ」「フィガロの結婚
による序奏と変奏」

●

1775-1826 Maria Antonio Nava マリア・アントニオ・ナヴァ イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「ソナタOp.4～7」ファンタジア
Op.14」「魔笛の主題による
変奏曲」

●

1775-1847 Francesco Molino フランチェスコ・モリーノ イタリア ○ ギタリスト作曲家
1775-1849 Francois de Fossa フランソワ・ド・フォッサ フランス 〇 ギタリスト作曲家 「思い出」「第1幻想曲」 ●
1776-1856 Joseph Küffner ジョゼフ・クフナー ドイツ 〇 ギタリスト作曲家 「6つの変奏曲Op.22」「ロン ●

1778-1839 Fernando Sor フェルナンド・ソル スペイン 〇 ギタリスト作曲家

「魔笛の主題による変奏曲
Op.9」「グランソロOp.14」、練
習曲、メヌエット、変奏曲、幻
想曲、喜遊曲など多数

●

1781-1829 Mauro Giuliani マウロ・ジュリアーニ イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「大序曲Op.61」ロッシニアー
ナ第1～6番」「英雄ソナタ
Op.150」「ギター協奏曲第1

●

1781-1858 Anton Diabelli アントン・ディアベリ オーストリア 〇
古典派の作曲家、出版業
者

「3つのソナタOp.29」 ●

1782-1840 Nicolò Paganini ニコロ・パガニーニ イタリア 〇
バイオリン・ギタリスト作曲
家

「ソナタ ホ長調MS87」「37の
ソナタ」「5つのソナティア」

●

1782-1846 Frederick Carl Lemming フレデリック・カール・レミング デンマーク
バイオリン/ギタリスト作曲
家

「ギターのための大幻想曲」
1782-1846 Theodor Gaude テオドール・ゴート フランス 〇 ギタリスト作曲家 「主題と変奏」 ●
1784-1840 Frantisek Max Knjze チェコ ○ ギタリスト作曲家

1784-1849 Dionisio Aguado ディオニシオ・アグアド スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「華麗なるロンドOp.2」「序奏
とファンダンゴOp.16」「カン
タービレ」「練習曲集」

●

1786-1826 Carl Maria von Weber カール・マリア・フォン・ウェーバー ドイツ 〇
ピアノ・ギター奏者、指揮
者、作曲家

「ディヴェルティメントOp.38」

1786-1837 Andreas Oberleitner アンドレアス・オベルライトナー オーストリア マンドリン/ギター奏者
「12の酒場のレントラー
Op.10（2G）」

1786-1844 Carl Blum カール・ブルーム ドイツ 〇 ギター奏者、歌手、作曲家 ●

1786-1857 Charles Michael Alexis Sola
チャールズ・マイケル・アレクシ
ス・ソラ

イタリア 〇
ギター/フルート奏者、作
曲家

1790-1840 Joseph Kreutzer ジョゼフ・クロイツァー ドイツ 〇
ギター・バイオリン奏者、
指揮者、作曲家

「モーツァルトの主題による6
つの変奏Op.7」

●

1790–1877 Luigi Legnani ルイジ・レニャーニ イタリア 〇
ギター奏者、歌手、作曲
家、弦楽器職人

「36のカプリースOp.20」「ファ
ンタジア」「マズルカ」

●

1792-1868 Gioachino Antonio Rossini ジョアッキーノ・ロッシーニ イタリア 〇 オペラ作曲家
「セビーリャの理髪師」「セミ
ラーミデ」
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http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1774_L.Moretti_Works_List.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nava
https://imslp.org/wiki/Category:Nava,_Antonio_Maria
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1775_M.A.Nava_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Molino,_Francesco
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Fossa
https://imslp.org/wiki/Category:Fossa,_Fran%C3%A7ois_de
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1775_F.de.Fossa_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_K%C3%BCffner
https://imslp.org/wiki/Category:K%C3%BCffner,_Joseph
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1776_J.Kuffner_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Sor,_Fernando
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1778_F.Sor_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauro_Giuliani
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%8B
https://imslp.org/wiki/Category:Giuliani,_Mauro
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1781_M.Giuliani_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Diabelli
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%99%E3%83%AA
https://imslp.org/wiki/Category:Diabelli,_Anton
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1781_A.Diabelli_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%8B
https://imslp.org/wiki/Category:Paganini,_Niccol%C3%B2
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1782_N.Paganini_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Gaude,_Theodor
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1782_T.Gaude_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Kn%C3%AD%C5%BEe%2C_Franti%C5%A1ek_Max
https://en.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Aguado_y_Garc%C3%ADa
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%89
https://imslp.org/wiki/Category:Aguado%2C_Dionisio
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1784_D.Aguado_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Weber,_Carl_Maria_von
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Blum
https://imslp.org/wiki/Category:Blum%2C_Carl_Wilhelm_August
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1786_C.Blum_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Michael_Alexis_Sola
https://imslp.org/wiki/Category:Sola,_Carlo_Michele_Alessio
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kreutzer
https://imslp.org/wiki/Category:Kreutzer,_Joseph
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1790_J.Kreutzer_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Legnani
https://imslp.org/wiki/Category:Legnani,_Luigi
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1790_L.Legnani_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%8B
https://imslp.org/wiki/Category:Rossini,_Gioacchino
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1796-1853 Matteo Carcassi マッテオ・カルカッシ イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「月の光にの主題による変
奏曲Op.7」「スイスの歌によ
る変奏曲」「カプリース」「25

●

1795-1861 Heinrich Marschner ハインリヒ・マルシュナー ドイツ 〇 オペラ作曲家 12のバガテルOp.4

1795-1870 Pietro Pettoletti ピエトロ・ペトレッチ（ペテロティ） イタリア 〇 作曲家
「ロシアの旋律によるファン
タジーOp.32」

●

1796-1870 Felix Horetzky (Horetsky/Horeckフェリックス・ホレツキー ポーランド 〇 ギタリスト作曲家
「華麗なるワルツ」「グランド・
ファンタジア」

●

1797-1828 Franz Peter Schubert フランツ・ペーター・シューベルト オーストリア 〇 大作曲家「歌曲の王」
「メヌエット」「楽興の時」「涙
の賛美」

1797-1839 Leopoldo de Urcullu レオポルド・デ・ウルクーリュ スペイン ギタリスト作曲家 「友情」 ●
1797-1845 Luigi Castellacci ルイジ・カステラッチ イタリア 〇 マンドリン・ギター奏者 「ウイーン風主題による幻想
1798—1850 Francesco Calegari フランツ・カレガリ イタリア ○

1799-1865 Josiah Andrew Hudleston
ジョサイヤ・アンドリュー・ハドレ
ストン

イギリス ギタリスト作曲家

17XX-1835 Joseph Charles Lom オーストリア？ 〇 ギタリスト作曲家
1800-1871 Carl Mietzke ドイツ ○ ギタリスト作曲家 「アダージョ」「セレナード」
1800-1873 Ivan Padovec (Johann Padowetz イワン・パドウェッツ クロアチア 〇 ギタリスト作曲家 ●

1800-1874 Trinidad Huerta トリニダード・ウエルタ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「ギターのための6つのワル
ツ」「バッシーの夜会の思い

●

1801-1848 Alexander Varlamov アレクサンドル・ヴァルラモフ ロシア 〇 作曲家 「赤いサラファン」
1801-1860 Ferdinand Pelzer フェルディナンド・ペルツァー ドイツ 〇

ギタリスト作曲家、音楽教
師

1801-1878 Marco Aurelio Zani de Ferranti
マルコ・アウレリオ・ツァーニ・
デ・フェランティ

イタリア 〇 ギタリスト作曲家
「24のカプリースOp.11」「遠く
離れて（奇想曲）」

●

1802-1885 Victor Magnien ヴィクトル・マニエン フランス ○ ギタリスト作曲家
1802-c.1875 Athenais Paulian アテナイス・パウリアン フランス ギタリスト作曲家
1803-1938 Juan Mostazo フアン・モスターソ スペイン 作曲家

1803-1858 Alexander Gurilev アレクサンドル・グリリョフ ロシア 〇
ピアノ奏者、作曲家、音楽
教師

1803-1869 Hector Berlioz エクトル・ベルリオーズ フランス 〇 ロマン派の作曲家

1804-1849 Johann Strauss Sr. ヨハン・シュトラウス1世 オーストリア 〇
作曲家、指揮者、バイオリ
ン奏者

1805-1881 Jan Nepomucen Bobrowicz ヤン・ネポムツェン・ボブロヴィッツ ポーランド 〇
ギタリスト作曲家、出版業
者

「ドン・ジョヴァンニの主題に
よる変奏曲」

●

1805–1882 Jose Broca ホセ・ブロカ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「一輪の花」「わかれ」「スペ
インの思い」

●

8 / 44 ページ

https://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Carcassi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7
https://imslp.org/wiki/Category:Carcassi,_Matteo
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1792_M.Carcassi_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Marschner
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Marschner,_Heinrich
https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Pettoletti
https://imslp.org/wiki/Category:Pettoletti,_Pietro
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1795_P.Pettoletti_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Horetzky%2C_Felix
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1796_F.Horetzky_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88
https://imslp.org/wiki/Category:Schubert,_Franz
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1797_L.de.Urcullu_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Castellacci
https://imslp.org/wiki/Category:Castellacci,_Luigi
https://imslp.org/wiki/Category:Calegari,_Francesco
https://en.wikipedia.org/wiki/Josiah_Andrew_Hudleston
https://imslp.org/wiki/Category:Lom,_Joseph_Charles
https://imslp.org/wiki/Category:Mietzke,_Carl
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Padovec
https://imslp.org/wiki/Category:Padovec%2C_Ivan
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1800_I.Padovec_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Huerta,_Francisco_Trinidad
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1800_T.Huerta_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Egorovich_Varlamov
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%95
https://imslp.org/wiki/Category:Varlamov,_Aleksandr
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Pelzer
https://imslp.org/wiki/Category:Pelzer,_Ferdinand
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Zani_de_Ferranti
https://imslp.org/wiki/Category:Ferranti,_Marco_Aurelio_Zani_de
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1801_M.A.Z.de.Ferranti_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Magnien
https://imslp.org/wiki/Category:Magnien,_Victor
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Gurilyov
https://imslp.org/wiki/Category:Gurilyov,_Aleksandr
https://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
https://imslp.org/wiki/Category:Berlioz,_Hector
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_I
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B91%E4%B8%96
https://imslp.org/wiki/Category:Strauss_Sr.,_Johann
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen_Bobrowicz
https://imslp.org/wiki/Category:Bobrowicz,_Jan_Nepomucen
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1805_J.N.Bobrowicz_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Broc%C3%A1
https://imslp.org/wiki/Category:Broca%2C_Jos%C3%A9
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1805_J.Broca_Works_List.pdf
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1805–1883 Napoléon Coste ナポレオン・コスト フランス 〇 ギタリスト作曲家
「グランド・カプリースOp.11」
「セレナーデOp.30」「リゾン
の泉Op.47」ほか多数

●

1806–1856 Kaspar Mertz カスパール・メルツ オーストリア 〇 ギタリスト作曲家
「吟遊詩人の調べOp.13」「ハ
ンガリー幻想曲Op.65-1」な

●

1806-1889 Wilhelm Neuland ウィルヘルム・ノイラント ドイツ 〇 作曲家
1807-1871 Henrik Rung ヘンリック・ラング デンマーク 〇 作曲家

1809-1847 Felix Mendelssohn フェーリクス・メンデルスゾーン ドイツ 〇
ロマン派の作曲家、指揮
者、ピアノ/オルガン奏者

「カンツォネッタ」「無言歌」
「ヴェニスの舟歌」

1810-1849 Frédéric François Chopin フレデリック・ショパン ポーランド 〇 前期ロマン派作曲家
「ノクターン」「プレリュード」
「マズルカ」

1810-1856 Robert Alexander Schumann ロベルト・シューマン ドイツ 〇 ドイツ・ロマン派作曲家 「ロマンス」「トライメライ」
1810-1870 Manuel Saumell マヌエル・サウメル キューバ 〇 作曲家
1810-1890 Nicolai Makaroff ニコライ・マカロフ ロシア ○ ギタリスト作曲家

1811-1866 Adam Darr アダム・ダール ドイツ 〇
ギター/チター奏者、作曲
家、歌手

「ベルゲンの別れによる幻想
曲」「ソナタ」

1811-1877 Stanislaw Szczepanowski 〇 ギタリスト作曲家 「序奏と変奏」
1811-1886 Franz Liszt フランツ・リスト ドイツ 〇 ピアニスト作曲家 「ハンガリー狂詩曲」

1811-1897 Antonio Cano アントニオ・カーノ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「アンダンテ・カンタービレ」
「3つのワルツ」

●

1812-1871 Sigismond Thalberg ジギスモント・ターンベルク スイス 〇
ロマン派のピアニスト作曲
家

「演奏会用練習曲」
1813-1850 Emilia Giuliani エミリア・ジュリアーニ イタリア ○ マウロ・ジュリアーニの娘 Belliniana No.1-
1813-1883 Richard Wagner リヒャルト・ワーグナー ドイツ 〇 歌劇作曲家 「タンホイザー」「夕星の歌」
1813-1901 Giuseppe Verdi ジュゼッペ・ヴェルディ イタリア 〇 オペラ作曲家 「椿姫」「リゴレット」

1814-1860 Leonard Schulz レオナード・シュルツ オーストリア 〇 ギタリスト作曲家
「ヴェニスの謝肉祭」「グラン
ド・ファンタジア」

1814-1881 Vasily Stepanovich Sarenko
ヴァシリー・ステパノヴィチ・
サレンコ

ロシア 〇 ギタリスト作曲家 「幻想曲海岸にて」「無言歌」

1815-1888 Jean-Delphin Alard ジャン＝デルファン・アラール フランス 〇 ヴァイオリニスト作曲家 「華麗なる練習曲」
1815-1897 Ivan (Iwan) A. Klinger イワン・クリンガー ロシア ギタリスト作曲家
1816-1885 Søffren Degen セフレン・デーゲン デンマーク 〇 ギタリスト作曲家
1817-1870 Manuel Saumell マヌエル・サウメル キューバ 〇 ピアニスト作曲家 「5つのコントラダンサ」
1817-1863 Emile Prudent エミール・プリューダン フランス 〇 ピアニスト作曲家 「エチュード」
1818-1883 Marek Konrad Sokolowski 
1818-1885 Abramo Basevi アブラーモ・バゼーヴィ イタリア 音楽学者、作曲家
1818-1885 Nikolai Alexandrov ニコライ・アレクサンドロフ ロシア ギタリスト
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https://en.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Coste
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88
https://imslp.org/wiki/Category:Coste,_Napol%C3%A9on
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1805_N.Coste_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Joseph_Mertz
https://imslp.org/wiki/Category:Mertz%2C_Johann_Kaspar
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1806_K.Mertz_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Neuland
https://imslp.org/wiki/Category:Neuland,_Wilhelm
https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Rung
https://imslp.org/wiki/Category:Rung,_Henrik
https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Mendelssohn,_Felix
https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Chopin,_Fr%C3%A9d%C3%A9ric
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Schumann,_Robert
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Saumell
https://imslp.org/wiki/Category:Saumell_Robredo,_Manuel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://imslp.org/wiki/Category:Makaroff,_Nicolai
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Darr
https://imslp.org/wiki/Category:Darr,_Adam
https://imslp.org/wiki/Category:Szczepanowski,_Stanislaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
https://imslp.org/wiki/Category:Liszt,_Franz
https://imslp.org/wiki/Category:Cano%2C_Antonio
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1811_A.Cano_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigismond_Thalberg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AE%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF
https://imslp.org/wiki/Category:Thalberg,_Sigismond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emilia_Giuliani-Guglielmi
https://imslp.org/wiki/Category:Giuliani-Guglielmi,_Emilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Wagner,_Richard
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Verdi,_Giuseppe
https://imslp.org/wiki/Category:Schultz,_Leonard
https://imslp.org/wiki/Category:Sarenko,_Vasily
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Delphin_Alard
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Alard,_Jean_Delphin
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ffren_Degen
https://imslp.org/wiki/Category:Degen%2C_S%C3%B8ffren
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Saumell
https://imslp.org/wiki/Category:Saumell_Robredo,_Manuel
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Prudent
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Prudent,_%C3%89mile
https://en.wikipedia.org/wiki/Abramo_Basevi
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1818-1893 Charles Francois Gounod シャルル・グノー フランス 〇 作曲家
「アヴェマリア」「パッサカイ
ユ」（共作）

1819-1887 Justin Holland ジャスティン・ホラント アメリカ 〇 ギター奏者、音楽教師
1820-1881 Henri Vieuxtemps アンリ・ヴュータン ベルギー 〇 ヴァイオリニスト作曲家 「エチュード」
1822-1861 Fernando Cruz Cordero フェルナンド・クルス・コルデロ アルゼンチン 〇 ギタリスト 「メヌエット」

1822-1908 Eduard Bayer エドワルド・バイエル ドイツ 〇
ギター/ハープギター/マン
ドリン/チター奏者、作曲家

1822-1890 César Franck セザール・フランク ベルギー 〇 オルガニスト作曲家 「4つの小品」

1823–1872 Giulio Regondi ジュリオ・レゴンディ イタリア 〇
ギター/コンサーティーナ
奏者、作曲家

「ノクターン夢Op.19」「序奏と
カプリースOp.23」「10の練習

●

1823-1888 Jose Vinas ホセ・ヴィーニャス スペイン 〇 ギタリスト作曲家、指揮者 「独創的幻想曲」「夢」「ラ・ ●
1823-1905 Alois Joseph Gotz アロイス・ヨーゼフ・ゲッツ オーストリア ○ ギタリスト作曲家

1824-1895
Catharina Josepha Pratten /
Madame Sidney Pratten

カタリーナ・プラッテン/マダム・
シドニー・プラッテン

イギリス 〇
ギター奏者、、音楽教師、
作曲家

「忘却」、「憧れ」、「退屈」 ●

1825-1890 Antonio Rubira アントニオ・ルビーラ スペイン 〇 ギタリスト作曲家 「ロマンス（禁じられた遊び）」 ●
1825-1890 Tomas Damas トーマス・ダマス スペイン 〇 ギター奏者 ●

1825–1895 Jaime Bosch (Jacques Bosch) ハイメ・ボッシュ (ジャックス・ボッシ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「バルセロナの思い出」「鐘
の音に」「パッサカイユ」（共

●

1825-1899 Johann Strauss II ヨハン・シュトラウス2世 オーストリア 〇 作曲家、指揮者
1826-1899 Johann Decker-Schenk ヨハン・デッカー・シェンク ドイツ 〇 ギタリスト作曲家

1828-1891 Johann Dubez ヨハン・ドゥベツ オーストリア 〇
マンドリン/ギター/ハープ/
チター奏者、作曲家

「ハンガリーの主題による幻
想曲」

1828-1904 Manuel Y. Ferrer マヌエル・フェレール アメリカ 〇 ギタリスト作曲家
「リゴレットの美しい乙女よの
四重唱による幻想曲」

1829-1869 Louis Moreau Gottschalk ルイス・モロー・ゴットシャルク アメリカ 〇 ピアニスト作曲家 「グラン・トレモロ」

1832-1882 Julian Arcas フリアン・アルカス スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「椿姫の主題による幻想曲」
「エル・デリリオ」「ムーア人
の織物による幻想曲」

●

1833-1897 Johannes Brahms ヨハネス・ブラームス ドイツ 〇 ロマン派作曲家 「ワルツ～第8、15番」
1833-1887 Alexander Borodin アレクサンドル・ボロディン ロシア 〇 作曲家 「中央アジアの草原にて」

1835-1916 Jose Ferrer ホセ・フェレール スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「スペインのセレナード」「3つ
のタンゴ」「ナイヤードの踊

●

1835-1921 Charles Camille Saint-Saëns カミーユ・サン＝サーンス フランス 〇 作曲家 「白鳥～動物の謝肉祭」
1837-1898 Franz Behr フランツ・ベーア ドイツ 〇 ロマン派の作曲家
1838-1901 Gaspar Sagreras ガスパール・サグレラス アルゼンチン 〇 ギタリスト作曲家 「ウナ・ラグリマ（一粒の涙）」

1838-1904 Federico Cano フェデリーコ・カーノ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「タランテラ」「ファンタジア」
「エスパニューラ」「水神の踊

●

1839-1881 Modest Petrovich Mussorgskyモデスト・ムソルグスキー ロシア 〇 作曲家 「展覧会の絵」
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https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Gounod,_Charles
https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Holland
https://imslp.org/wiki/Category:Holland,_Justin
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Vieuxtemps
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Vieuxtemps,_Henri
https://imslp.org/wiki/Category:Cordero,_Fernando_Cruz
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bayer
https://imslp.org/wiki/Category:Bayer,_Eduard
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Franck
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF
https://imslp.org/wiki/Category:Franck,_C%C3%A9sar
https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Regondi
https://imslp.org/wiki/Category:Regondi%2C_Giulio
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1823_G.Regondi_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Vi%C3%B1as%2C_Jos%C3%A9
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1823_J.Vinas_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:G%C3%B6tz,_Alois
https://en.wikipedia.org/wiki/Catharina_Pratten
https://en.wikipedia.org/wiki/Catharina_Pratten
https://imslp.org/wiki/Category:Pratten,_Catharina_Josepha
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1824_M.S.Pratten_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Rubira,_Antonio
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1825_A.Rubira_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Damas%2C_Tom%C3%A1s
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1825_T.Damas_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bosch
https://imslp.org/wiki/Category:Bosch%2C_Jacques
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1825_J.Bosch_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B92%E4%B8%96
https://imslp.org/wiki/Category:Strauss_Jr.,_Johann
https://imslp.org/wiki/Category:Decker-Schenk%2C_Johann
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Dubez
https://imslp.org/wiki/Category:Dubez%2C_Johann
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Y._Ferrer
https://imslp.org/wiki/Category:Ferrer%2C_Manuel_Ygnacio
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Moreau_Gottschalk
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%AF
https://imslp.org/wiki/Category:Gottschalk,_Louis_Moreau/Collections
https://en.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Arcas
https://imslp.org/wiki/Category:Arcas%2C_Juli%C3%A1n
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1832_J.Arcas_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Brahms,_Johannes
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Borodin
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Borodin,_Aleksandr
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferrer_(guitarist)
https://imslp.org/wiki/Category:Ferrer%2C_Jos%C3%A9
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1835_J.Ferrer_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%A6%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Saint-Sa%C3%ABns,_Camille
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Behr
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%A2
https://imslp.org/wiki/Category:Behr,_Franz
https://imslp.org/wiki/Category:Sagreras,_Gaspar
https://imslp.org/wiki/Category:Cano%2C_Federico
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1838_F.Cano_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Modest_Mussorgsky
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Mussorgsky,_Modest
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1840-1893 Pyotr Ilyich Tchaikovsky ピョートル・チャイコフスキー ロシア 〇 作曲家 「くるみ割り人形」
1841-1904 Antonín Dvořák アントニン・ドヴォルザーク チェコ 〇 後期ロマン派の作曲家 「新世界より」

1841-1922 Felip Pedrell フェリペ・ペドレル スペイン 〇
作曲家、「スペイン国民楽
派の父」

1841-1919 Giovanni Bolzoni ジョヴァンニ・ボルツォーニ イタリア 〇 作曲家 「メヌエット」
1842-1912 Jules Emile Massenet ジュール・エミール・マスネ フランス 〇 作曲家 「タイスの瞑想曲」
1843-1907 Edvard Grieg エドヴァルド・グリーグ ノルウェー 〇 作曲家 「農夫の歌」「ワルツ」

1843-1899 Juan Parga フアン・パルガ スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「大夜想曲」「セビーリャの思
い出」「アルハンブラ」

●

1843-1901 Enea Gardana エネア・ガルデーナ イタリア ○ ギタリスト作曲家
1844-1908 Pablo de Sarasate パブロ・デ・サラサーテ スペイン 〇 ヴァイオリニスト作曲家 「サパテアード」

1844-1908 Nikolai Rimsky-Korsakov
ニコライ・リムスキー＝コルサ
コフ

ロシア 〇 作曲家 「スペイン奇想曲」

1845-1924 Gabriel Fauré ガビリエル・フォーレ フランス 〇 作曲家
「パヴァーヌ」「組曲ドリー」
「シシリエンヌ」

1846-1908 Federico Chueca フェデリコ・チュエカ スペイン 〇 作曲家
「セギディーリャ」「相合傘の
マズルカ」

1846–1910 Joaquin Valverde ホアキン・バルベルデ スペイン 〇 ギタリスト作曲家 Clavelitos

1846-1916 Francesco Paolo Tosti フランチェスコ・パオロ・トスティ イタリア 〇
作曲家、指揮者、フルート
奏者

1846-1922 Luigi Denza ルイージ・デンツァ イタリア 〇 作曲家、声楽教師 「フニクリ・フニクラ」
1846-1930 Riccardo Drigo リッカルド・ドリゴ イタリア 〇 バレエ作曲家、指揮者

1847-1905 Ignacio Cervantes イグナシオ・セルバンテス キューバ 〇 ピアノ奏者、作曲者
「2つのキューバ舞曲」「ア
ディオス、キューバ」

1847-1935 Chiquinha Gonzaga シキーニャ・ゴンザーガ ブラジル 〇
作曲家、ピアノ奏者、指揮
者

1848-1909 Ludvig Schytte ルートヴィヒ・シュッテ デンマーク 〇 作曲家、ピアノ奏者、教師
1849-1923 Carl Oscar Boije af Gennas スウェーデン アマチュアギタリスト
1851-1886 Heraclio Fernández エラクリオ・フェルナンデス ベネズエラ 〇 ピアノ奏者、作曲家
1851-1909 Ruperto Chapi ルペルト・チャピ スペイン 〇 作曲家 「ムーア風セレナーデ」

1852-1909 Francisco Tárrega フランシスコ・タレガ スペイン 〇
ギタリスト作曲家、「現代ギ
ターの父」

「アルハンブラの思い出」「ア
ラビア風奇想曲」ほか

●

1854-1923 Gerónimo Giménez ヘロニモ・ヒメネス スペイン 〇 作曲家 「間奏曲」

1854-1931 Severino Garcia Fortea セべリーノ・ガルシア・フォルテ スペイン 〇
医学博士、アマチュアギタ
リスト

「Noche de Luna」 ●

1855-1914 Anatoly Lyadov アナトーリ・リャードフ ロシア 〇 作曲家、指揮者、教師
1855-1945 George Lindsay ジョージ・リンゼイ アメリカ ギター奏者、教師 「雨だれ」
1857-1934 Edward William Elgar エドワード・エルガー イギリス 〇 作曲家 「朝の挨拶」
1858-1905 Carlos Garca Tolsa ガルシア・トルサ スペイン 〇 ギタリスト作曲家 「イレーヌ」「マチルデ」
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AF
https://imslp.org/wiki/Category:Dvo%C5%99%C3%A1k,_Anton%C3%ADn
https://en.wikipedia.org/wiki/Felipe_Pedrell
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%9A%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Pedrell,_Felipe
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bolzoni_(composer)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%84%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%8B
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https://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
https://imslp.org/wiki/Category:Grieg,_Edvard
https://imslp.org/wiki/Category:Parga,_Juan
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1843_J.Parga_Works_List.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Enea_Gardana
https://imslp.org/wiki/Category:Gardana,_Enea
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Sarasate
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%86
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Tosti,_Francesco_Paolo
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Denza
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A1
https://imslp.org/wiki/Category:Denza,_Luigi
https://en.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Drigo
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%B4
https://imslp.org/wiki/Category:Drigo,_Riccardo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Cervantes
https://imslp.org/wiki/Category:Cervantes,_Ignacio
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiquinha_Gonzaga
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC
https://imslp.org/wiki/Category:Gonzaga,_Chiquinha
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Schytte
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%92%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%83%E3%83%86
https://imslp.org/wiki/Category:Schytte,_Ludvig
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclio_Fern%C3%A1ndez
https://imslp.org/wiki/Category:Fern%C3%A1ndez%2C_Heraclio
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruperto_Chap%C3%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%94
https://imslp.org/wiki/Category:Chap%C3%AD%2C_Ruperto
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_T%C3%A1rrega
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%82%AC
https://imslp.org/wiki/Category:T%C3%A1rrega,_Francisco
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1852_F.Tarrega_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%B3nimo_Gim%C3%A9nez
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%83%BB%E3%83%92%E3%83%A1%E3%83%8D%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Gim%C3%A9nez,_Ger%C3%B3nimo
https://imslp.org/wiki/Category:Garc%C3%ADa_Fortea,_Severino
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1854_S.G.Fortea_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Lyadov
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95
https://imslp.org/wiki/Category:Lyadov,_Anatoly
https://en.wikipedia.org/wiki/George_C._Lindsay
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Elgar,_Edward
https://imslp.org/wiki/Category:Tolsa,_Carlos_Garcia
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1860-1909 Isaac Albéniz イサーク・アルベニス スペイン 〇 ピアノ奏者、作曲家
「スペイン組曲」「朱色の搭」
「タンゴ」

●

1860-1921 Pascual Roch パスカル・ロッシュ（ロッチ） スペイン 〇 ギタリスト作曲家 「ハバネラ」 ●
1860-1926 Ernesto De Curtis エルネスト・デ・クルティス イタリア 〇 歌曲作曲家 「帰れソレントへ」
1860-1947 William Foden ウィリアム・フォーデン アメリカ 〇 ギタリスト作曲家、教師
1861-1931 Francisco Cimadevilla フランシスコ・シマデビージャ スペイン ギタリスト作曲家
1861-1949 Pierre de Bréville ピエール・ド・プレヴィル フランス 〇 作曲家 「ギターのための幻想曲」
1861-1919 Ángel Villoldo アンヘル・ビジョルド アルゼンチン 〇 タンゴ作曲家 「エル・チョクロ」
1862-1918 Claude Debussy クロード・ドビュッシー フランス 〇 作曲家 「亜麻色の髪の乙女」「月の
1863-1923 Alfred Cottin アルフレッド・コタン フランス 〇 ギタリスト作曲家 ●
1863-1934 Ernesto Nazareth エルネスト・ナザレー ブラジル 〇 ピアノ奏者、作曲家
1863-1945 Pietro Mascagni ピエトロ・マスカーニ イタリア 〇 オペラ作曲家 「カバレリア・ルスティカー
1864-1917 Eduardo di Capua エドゥアルド・ディ・カプア イタリア 〇 作曲家、歌手

1865-1957 Jean Sibelius ジャン・シベリウス フィンランド 〇
後期ロマン派から近代の
作曲家

「蜘蛛の歌」

1866-1919 Antonio Jimenez Manjón アントニオ・ヒメネス・マンホーン スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「バスクの歌」「伝説」「愛の
歌」「アンダルシアのカプリー

●

1866-1928 Ermenegildo Carosio エルメネジルド・カロシオ イタリア ○ 作曲家、作詞家 Cicaleggio
1866-1925 Erik Satie エリック・サティ フランス 〇 作曲家 「ジェムノペディ」「グノシェン
1867-1916 Enrique Granados エンリケ・グラナドス スペイン 〇 ピアノ奏者、作曲家 「スペイン舞曲」「ゴヤのマ ●

1867-1936 Adolfo Sarcoli アドルフォ・サルコリ イタリア
声楽家、ギター・マンドリン
を日本で指導

1868-1924 Julián Aguirre フリアン・アギーレ アルゼンチン 〇
ピアノ奏者、作曲家、指揮
者

「トリステ」「カンシオン」
1868-1922 Vittorio Monti ヴィットリオ・モンティ イタリア 〇 作曲家 「チャルダーシュ」
1868-1924 Ernest Shand アーネスト・シャンド イギリス 〇 ギタリスト作曲家、歌手
1868-1944 František Drdla フランティシェク・ドルドラ ボヘミア 〇 バイオリン奏者、作曲家
1869-1937 Albert Roussel アルベール・ルーセル フランス 〇 作曲家 「セゴビアOp.29」
1869-1943 Luigi Mozzani ルイジ・モッツァーニ イタリア 〇 ギタリスト作曲家 「ラリアーネ祭」
1870-1940 Jos. Franz J. フランツ 〇 ギタリスト作曲家
1870–1950 Heinrich Albert ハインリヒ・アルベルト ドイツ 〇 ギタリスト作曲家 「2つのソナタ」
1871-1958 Federico R.Spreafico F.R.スプレアフィコ アルゼンチン ギタリスト作曲家 ●
1872-1912 Joaquim Malats ホアキン・マラッツ スペイン 〇 ピアノ奏者 「スペイン風セレナーデ」
1872-1915 Alexander Scriabin アレクサンドル・スクリャービン ロシア 〇 作曲家 「プレリュードOp.16-4」

1872-1946 Carl Henze カール・ヘンツェ ドイツ 〇
ギター/マンドリン奏者、作
曲家、指揮者

「夜想曲」

1873-1916 Max Reger マックス・レーガー ドイツ 〇
作曲家・オルガン/ピアノ
奏者・指揮者・音楽教師

1873-1940 Antonio Alba アントニオ・アルバ スペイン 〇 ギタリスト作曲家 「ハバネラ」 ●
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https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alb%C3%A9niz
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%8B%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Alb%C3%A9niz,_Isaac
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1860_I.Albeniz_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Roch,_Pascual
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1860_P.Roch_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_De_Curtis
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:De_Curtis,_Ernesto
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Foden
https://imslp.org/wiki/Category:Foden,_William
https://imslp.org/wiki/Category:Br%C3%A9ville,_Pierre_de
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Villoldo
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%89
https://imslp.org/wiki/El_Choclo_(Villoldo%2C_%C3%81ngel_Gregorio)
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Debussy,_Claude
https://imslp.org/wiki/Category:Cottin,_Alfred
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1863_A.Cottin_Works_List.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nazareth
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%B6%E3%83%AC%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Nazareth,_Ernesto
https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Mascagni
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A8%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8B
https://imslp.org/wiki/Category:Mascagni,_Pietro
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_di_Capua
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%A2
https://imslp.org/wiki/Category:Di_Capua,_Eduardo
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%99%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Sibelius,_Jean
https://imslp.org/wiki/Category:Manj%C3%B3n%2C_Antonio_Jimenez
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1866_A.J.Manjon_Works_List.pdf
https://imslp.org/wiki/Category:Carosio,_Ermenegildo
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%86%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Category:Satie,_Erik
https://en.wikipedia.org/wiki/Enrique_Granados
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%8A%E3%83%89%E3%82%B9
https://imslp.org/wiki/Category:Granados,_Enrique
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1867_E.Granados_Works_List.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Aguirre
https://imslp.org/wiki/Category:Aguirre%2C_Juli%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Monti
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3
https://imslp.org/wiki/Cs%C3%A1rd%C3%A1s_(Monti%2C_Vittorio)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Shand
https://imslp.org/wiki/Category:Shand,_Ernest
https://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Drdla
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9
https://imslp.org/wiki/Category:Drdla,_Franti%C5%A1ek_Alois
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Roussel
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Roussel,_Albert
https://imslp.org/wiki/Category:Mozzani,_Luigi
https://imslp.org/wiki/Category:Franz,_J.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Albert_(guitarist)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88
https://imslp.org/wiki/Category:Albert%2C_Heinrich
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1871_F.R.Spreafico_Works_List.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Malats_i_Miarons
https://imslp.org/wiki/Category:Malats%2C_Joaqu%C3%ADn
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Scriabin
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Scriabin,_Aleksandr
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Henze
https://imslp.org/wiki/Category:Henze,_Bruno_Karl_Ludwig
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Reger
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Reger,_Max
https://imslp.org/wiki/Category:Alba%2C_Antonio
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1873_A.Alba_Works_List.pdf
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1873-1954 Estanislao Marco エスタニスラオ・マルコ スペイン ギタリスト作曲家 「グァヒーラス」

1874-1951 Arnold Schoenberg アルノルト・シェーンベルク イタリア 〇
作曲家・指揮者・教育者、
十二音技法を創始

「7つの楽器のためのセレ
ナーデOp.24」

1875-1937 Maurice Ravel モーリス・ラヴェル フランス 〇 作曲家 「亡き王女のためのパヴァー
1875-1934 Georg Beringer ゲオルク・ベリンジャー ドイツ 〇 ギタリスト作曲家
1876-1939 Hirarion Leloup イラリオン・レロウブ アルゼンチン 〇 ギタリスト作曲家
1876-1946 Alfonso Broqua アルフォンソ・ブロークァ ウルグアイ 〇 「田園のこだま」「ビダーラ」

1876-1946 Manuel de Falla マヌエル・デ・ファリャ スペイン 〇 作曲家
「ドビュッシーの墓に捧げる
讃歌」「三角帽子～粉屋の
踊り」「恋は魔術師～鬼火の

1877-1967 Gustave Samazeuilh ギュスターヴ・サマズイユ フランス 〇 音楽評論家・作曲家 「セレナード」

1878-1938 Miguel Llobet ミゲル・リョベット スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「カタルーニャ民謡集」「ソル
の主題による変奏曲」

●

1878-1941 Carlos Pedrell カルロス・ペドレル ウルグアイ ギタリスト作曲家
「ギタレオ」「ラメント」「ロマン
ティックな一葉」「囚われた3
人の姫の踊り」

1878-1953 Daniel Fortea ダニエル・フォルテア スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「エヴォカシオン」「ノットゥㇽ
ノ」「スペイン組曲」「エレ
ジー」「バラーダ」

●

1878-1964 Antonio Sinopoli アントニオ・シノーポリ アルゼンチン 作曲家 「アルプスの歌」
1879-1931 Pedro Antonio Iparraguirre アントニオ・イパルラギーレ アルゼンチン 〇 ギタリスト作曲家
1879-1936 Ottorino Respighi オットリーノ・レスピーギ イタリア 〇 作曲家・音楽学者・指揮者 「変奏曲」

1879-1942 Julio Salvador Sagreras フリオ・S・サグレラス アルゼンチン 〇
ギター奏者、教育者、作曲
家

「蜂雀」「マリアルイサ」「音楽
の小箱」

●

1879-1949 Mario Rodriguez Arenas マリオ・ロドリゲス・アレナス アルゼンチン 〇 ギタリスト作曲家
1879-1949 Joaquín Nin ホアキン・ニン キューバ 〇 ピアニスト作曲家 「スペイン組曲」
1879-1959 Jacob Ortner ヤコブ・オルトナー オーストリア

ギター/リューティスト作曲
家

1879-1970 Cyril Scott シリル・スコット イギリス 〇
近代の作曲家、作家、詩
人

1880-1953 Ferdinand Rebay フェルディナンド・レバイ オーストリア 〇
音楽教師、ピアノ奏者、作
曲家

「ギター・ソナタ」「シューベル
トの子守歌による変奏曲」

1880-1934 Enrico Aloisi (Alvisi) エンリコ・アロイシ イタリア ギタリスト作曲家 Estelle (Mazurka)、Serenata
1881-1945 Bartók Béla バルトーク・ベーラ ハンガリー 〇 作曲家 「ルーマニア民俗舞曲」
1881-1951 Armin Knab アルミン・ナブ ドイツ 〇 作曲家

1882-1948 Manuel Ponce マヌエル・ポンセ メキシコ 〇
作曲家・音楽教師、ピアニ
スト

「ソナタ・メヒカーナ」「ソナタ
第3番」「スペインのフォリア
による変奏曲とフーガ」「南
のソナチネ」「南の協奏曲」

●
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_Marco
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF
https://imslp.org/wiki/Category:Schoenberg,_Arnold
https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB
https://imslp.org/wiki/Category:Ravel,_Maurice
https://imslp.org/wiki/Category:Beringer,_Georg
https://imslp.org/wiki/Category:Leloup,_Hilari%C3%B3n
https://imslp.org/wiki/Category:Broqua%2C_Alfonso
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1882-1949 Joaquín Turina ホアキン・トゥリーナ スペイン 〇 作曲家、音楽教師
「ファンダンギーリョ」「タレガ
讃歌」「ラフィガ」

1882-1950 Eduardo Fabini エドアルド・ファビーニ ウルグアイ 〇 ヴァイオリニスト作曲家
「モサルティアーナ」「トリステ
第1番」

1882-1958 Boris Perott ボリス・ペロット ロシア ギター奏者、医師
1882-1964 Angel Barrios アンヘル・バリオス スペイン ギタリスト作曲家
1882-1967 Raúl Borges ラウル・ボルジェス（ホルヘス） ベネズエラ ギタリスト作曲家 「ベネズエラ風ワルツ」
1882-1971 Igor Stravinsky イーゴリ・ストラヴィンスキー ロシア 〇 作曲家 「4つのロシアの歌」
1882-1973 Gian Francesco Malipiero ジャン・フランチェスコ・マリピエロ イタリア 〇 作曲家・音楽学者
1882-1973 Bartolomé Calatayud バルトロメ・カラタユド スペイン ギタリスト作曲家
1883-1926 Enrico Toselli エンリコ・トセッリ イタリア 〇 ピアノ奏者・作曲家
1883-1945 Anton Webern アントン・ヴェーベルン オーストリア 〇

作曲家、指揮者、音楽学
者

「3つの歌曲Op.18」

1883-1947 João Pernambuco ジョアン・ペルナンブコ ブラジル ギタリスト作曲家
「鐘のひびき」「グラウナ」「イ
ンテロガンド」「魔法の夢」

1883-1971 Juan Manen フアン・マネン（ホアン・マネン） スペイン バイオリン奏者、作曲家 「幻想ソナタ」
1884-1949 Boris Asafiev ボリス・アサフィエフ ロシア 〇 作曲家、音楽評論家 「ギターと管弦楽のための協

1885-1944 Agustín Barrios アグスティン・バリオス パラグアイ 〇 ギタリスト作曲家
「森に夢見る」「郷愁のショー
ロ」「大聖堂」「最後のトレモ

●

1885-1974 Egon Wellesz エゴン・ヴェレス オーストリア 〇 作曲家、音楽学者

1885-1980 Vadah Olcott Bickford ヴェーダー・オルコット・ビックフォ アメリカ
ギター奏者、「ギターのグ
ランドレディー」

「コンチェルト・ロマンティコ」

1886-1944 Domingo Prat ドミンゴ・プラト スペイン 〇 ギター奏者
1886-1956 Jose Antonio Donostia ホセ・アントニオ・ドノスティア スペイン 〇 作曲家、音楽学者 「郷愁」

1886-1971 Simon Schneider シモン・シュナイダー ドイツ ギタリスト作曲家
青春（Jugend）、エレジー
（Elegy）、コルドバの思い出

1886-1976 Oscar Espla オスカー・エスプラ スペイン 作曲家
「6つのレバンテの印象」「ア
ンターニョ」

1886-1980 Emilio Pujol エミリオ・プジョール スペイン ギタリスト作曲家
「熊蜂」「パガテル」「風景」
「グアヒーラ」

●

1887-1937 Pasquale Taraffo バスクアーレ・タラッフォ イタリア ギタリスト作曲家 「ソナティナ」「プロスペロ～タ

1887-1959 Heitor Villa-Lobos エイトル・ヴィラ＝ロボス ブラジル 〇 作曲家
「12の練習曲」「5つの前奏
曲」「ブラジル民謡曲集」
「ショーロス第1番」「ギター協

●

1887-1967 Ricardo Munoz リカルド・ムニョオス スペイン ギタリスト作曲家

1887-1974 Vicente Emilio Sojo ヴィチェンテ・エミリオ・ソホ ベネズエラ ギタリスト作曲家
「カンティコ」「アギナルド」「カ
ンシオン」「ベネズエラの唄」
「ガレロン」
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1888-1968 Pavlov-Azancheev マトヴェイ・パヴロフ＝アザンチェ ロシア 作曲家 「ソナタ第2番」
1889-1963 Gilardo Gilardi ヒラルド・ヒラルディ アルゼンチン 〇 ピアノ奏者・作曲家
1889-?1973 Juan Parras del Moral フアン・パラス・デル・モラル スペイン ギタリスト作曲家 「マリア・ヘスス」「グロリア」
1890-1935 Carlos Gardel カルロス・ガルデル アルゼンチン 〇 歌手 「想いの届く日」

1890-1949 Morishige Takei 武井守成 日本
作曲家、指揮者、ギター/
マンドリン愛好家。男爵

「ギターによる日本の旋律」 ●

1890-1958 Adolfo Salazar アドルフォ・サラザー スペイン 作曲家、外交官
1890-1962 Jacques Ibert ジャック・イベール フランス 〇 作曲家 「アリエット」「フランセーズ」
1890-1974 Frank Martin フランク・マルタン スイス 〇 作曲家、指揮者 「4つの小品」
1891-1950 Francisco Calleja フランシスコ・カジェーハ スペイン 作曲家 「悲しき歌」 ●
1891-1964 Erwin Schwarz Reiflingen シュワルツ・ライフリンゲン ドイツ 〇 ギタリスト作曲家
1891-1976 Georges Migot ジョルジュ・ミゴ フランス 〇 作曲家 「ギターソナタ」

1891-1982 Federico Moreno Torroba フェデリコ・モレーノ・トローバ スペイン 指揮者・作曲家

「カステーリャ組曲」「ソナティ
ナ」「スペインの城」「マドロー
ニョス」「カスティーリャの協
奏曲」「フラメンコ協奏曲」

●

1892-1924 Eduardo Arolas エドゥアルド・アローラス アルゼンチン 〇
タンゴの作曲家・バンドネ
オン奏者

1892-1958 Alec Rowley アレック・ローリー イギリス 〇 作曲家、オルガン奏者
1892-1965 Giorgio Federico Ghedini ジョルジョ・フェデリコ・ゲディーニ イタリア 作曲家 「協奏的幻想曲」
1892-1973 Graciano Tarrago クラシアーノ・タラゴ スペイン ギタリスト作曲家
1892-1974 Ettore Desderi エットーレ・デズデーリ イタリア 作曲家
1892-1974 Darius Milhaud ダリウス・ミヨー フランス 〇

作曲家、ピアニスト、指揮
者

「セゴビアーナ」
1892-1980 Benvenuto Terzi ベンヴェヌート・テルツィ イタリア 作曲家
1892-1983 Germaine Tailleferre ジェルメーヌ・タイユフェール フランス 〇 女性作曲家 「ギター」

1892-1983 Carlos Bonnet カルロス・ボネット ベネズエラ
作曲家、ギター/バイオリ
ン奏者

1893-1964 Agustí Grau アグスティ・グラウ スペイン 作曲家
1893-1967 Manuel Palau Boix マヌエル・パラウ スペイン 作曲家 「東方のコンチェルト」
1893-1973 Alois Hába アロイス・ハーバ チェコ 〇 作曲家
1893–1974 Jean Absil ジャン・アプシル（ホアン・アブシル ベルギー 作曲家 「特性的小品集」
1893-1979 Teresa de Rogatis テレサ・デ・ロガティス イタリア
1893-1986 Sophocles Papas ソポクレス・パパス ギリシア

ギタリスト作曲家、出版業
者

1893-1987 Andrés Segovia アンドレス・セゴビア スペイン 〇 ギタリスト作曲家
「光のない練習曲」「祈り」
「思い出」

1893-1987 Federico Mompou フェデリコ・モンポウ スペイン 〇 作曲家
「コンポステラーナ組曲」「歌
と踊り第13番」

1894-1979 Paul Dessau パウル・デッサウ ドイツ 作曲家、指揮者
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1895-1963 Paul Hindemith パウル・ヒンデミット ドイツ 〇
作曲家、指揮者、ビオラ他
の演奏家

「3つのギターのためのロン
ド」

1895-1968 Mario Castelnuovo-Tedesco マーリオ・カステルヌオーヴォ＝テ イタリア 〇 作曲家

「世紀をわたる変奏曲
Op.71」「ソナタ・ボッケリーニ
讃Op.77」「悪魔の奇想曲
Op.85」「タランテラOp.87a」

●

1895-1975 Georges Dandelot ジョルジュ・ダンドロー フランス 作曲家
1895-1977 Johann Nepomuk David ヨハン・ネポムク・ダーフィト オーストリア 〇 作曲家
1896-1962 Leon Vicente Gascon レオーン・ビセンテ・ガスコン スペイン ギタリスト作曲家
1896-1963 Ernesto Lecuona エルネスト・レクオーナ キューバ 〇 作曲家
1896-1970 Robert Gerhard ロベルト・ジェラール スペイン 〇 作曲家、「幻想曲 (1957)」

1896-1981 Regino Sáinz de la Maza レヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサ スペイン ギタリスト作曲家
「ペネテーラ」「サパテアード」
「ロンデーリャ」「エル・ビー

●

1896-1984 Wladimir Vogel ウラディーミル・フォーゲル スイス 作曲家
1896-1987 Jean Rivier ジャン・リヴィエ フランス 〇 作曲家
1896-1989 Virgil Thomson ヴァージル・トムソン アメリカ 作曲家
1897-1948 Oscar Lorenzo Fernández オスカル・ロレンソ・フェルナンデス ブラジル 〇 作曲家 「昔の歌」
1897-1956 Josefa Pepita Roca ペピータ・ロカ スペイン

タレガ門下の女流ギタリス
ト

1897-1966 Gaspar Cassadó ガスパール・カサド スペイン 〇 チェロ奏者、作曲家
「レオナルドの歌」「カタルー
ニャの伝説」「サルダーナ」

1897–1968 Jose Oliveira Queiroz ホセ・オリベイラ・ケイロス ブラジル ギター奏者 「ショーロ風ワルツ集」
1897-1972 Josefina Robledo Gallego ホセフィーナ・ロブレード・ガリュー スペイン

タレガ門下の女流ギタリス
ト

1897-1978 Harrison Kerr ハリソン・カー アメリカ 作曲家 「序曲、アリオーソと終曲」
1897-1983 Hermann Ambrosius ヘルマン・アンプロジウス ドイツ 作曲家 「組曲第1番」

1897-1986 Alexandre Tansman アレクサンドル・タンスマン ポーランド 〇 作曲家、ピアノ奏者
「マズルカ」「カヴァテーナ組
曲」「ポーランド風組曲」「コン
チェルティーノ」「宮廷の音

●

1897-1986 Francisco Mignone フランシスコ・ミニョーネ ブラジル 作曲家 「12の練習曲」

1897-1988 Meiro Sugahara 菅原明朗 日本
作曲家、音楽教育者、啓
蒙家

「ディヴェルティメント」「アラ・
ロンターナ」

1898-1937 George Gershwin ジョージ・ガーシュウィン アメリカ 〇 作曲家 「サマータイム」

1898-1963 Salvador Bacarisse サルバドール・バカリッセ スペイン 作曲家
「ギター小協奏曲イ短調」
「小組曲」「バラード」

1898-1973 Pixinguinha ピシンギーニャ ブラジル
作曲家、フルート/サクソ
フォーン奏者、編曲家

1898-1981 Flemming Weis フレミング・ウェイス デンマーク 作曲家
1898-1984 Fernando Remacha フェルナンド・レマーチャ スペイン 作曲家
1898-1986 Vladimir Bobri ウラジミール・ボブリ アメリカ ギタリスト作曲家
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1898-1990 Ernst Bacon アーンスト・ベーコン アメリカ 作曲家 「パーティング」
1898-1998 Barbara Giuranna エレナ・バーバラ・ジュランナ イタリア ピアノ奏者、作曲家
1899-1963 Francis Poulenc フランシス・プーランク フランス 作曲家 「サラバンド」
1899-1978 Carlos Chávez カルロス・チャベス メキシコ

作曲家、指揮者、音楽教
育者

「ギターのための3つの小
1899-1983 Georges Auric ジョルジュ・オーリック フランス 作曲家 「アロンソ・ムダーラ讃歌」

1899-1986 Francisco Casanovas フランシスコ・カサノバス スペイン
指揮者、作曲家、フルート
奏者

1900-1939 Amadeo Roldán アマデオ・ロルダン キューバ 〇 作曲家、バイオリン奏者 「小悪魔の踊り」
1900-1955 Willy Burkhard ヴィリー・ブルクハルト スイス 〇 作曲家 「セレナーデOp. 71

1900-1967 Hans Haug ハンズ・ハウグ スイス 作曲家、指揮者
「アルバ（夜明け）」「前奏
曲、ティエントとトッカータ」

1900-1971 Jorge Gomez Crespo ホルヘ・ゴメス・クレスポ アルゼンチン ギタリスト作曲家 「ノルテーニャ」

1900-1977 Isaías Sávio イサイアス・サービオ ウルグアイ ギタリスト作曲家
組曲「ブラジルの風景」「この
道」「音楽の小箱」

1900-1978 Bruno Henze ブルーノ・ヘンツェ ドイツ ギタリスト作曲家

1900-1981 Karl Friessnegg カール・フレスネック オーストリア 作曲家
「シューベルトの主題による
変奏曲」

1900-1985 Hermann Reutter ヘルマン・ロイター ドイツ 作曲家、ピアニスト
1900-1987 Rodolfo Halffter ロドルフォ・アルフテル スペイン 作曲家
1900-1991 Ernst Krenek エルンスト・クルシェネク オーストリア 〇 作曲家 「組曲」「ハウスムジーク
1900-1996 Otto Luening オットー・ルーニング アメリカ 作曲家
1901-1961 Julian Bautista フリアン・バウティスタ スペイン 作曲家
1901-1969 Hanns Jelinek ハンス・イェリネク オーストリア 作曲家
1901-1971 Henri Tomasi アンリ・トマジ フランス 作曲家、指揮者 「ギター協奏曲」
1901-1972 Hans Erich Apostel ハンス・エーリヒ・アポステル ドイツ 作曲家 「6つの音楽」
1901-1973 Julio Martinez Oyanguren フリオ・マルティネス・オヤングレン ウルグアイ ギタリスト作曲家
1901-1974 Harry Partch ハリー・パーチ アメリカ 作曲家 「3つのインストラクション」
1901-1977 Shun Ogura 小倉俊 日本 ギタリスト作曲家 「前奏曲」

1901-1980 Seiichi Suzuki 鈴木静一 日本
マンドリン/ギター啓蒙家、
作曲家

1901-1985 Giuseppe Rosetta ジュゼッペ・ロゼッタ イタリア 作曲家
「幻想曲」「ジラルディーノの
ための前奏曲集」「大草原の

1901-1989 Henri Sauguet アンリ・ソーゲ フランス 〇 作曲家 「ひとりごと」「3つの前奏曲」

1901-1999 Joaquín Rodrigo ホアキン・ロドリーゴ スペイン 作曲家

「アランフェス協奏曲」「ある
貴紳のための幻想曲」「遥か
なるサラバンド」「小麦畑で」
「古風なティエント」

●
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1901_J.Rodrigo_Works_List.pdf
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ｃ.1901-
ｃ.2005

Tetsuo Nagata 永田哲夫 日本 ギター奏者、作詞/作曲家 「前奏曲"雨"」

1902–1936 Antonio Jose アントニオ・ホセ スペイン 〇 作曲家 「ギター・ソナタ」

1902-1948 Chuzaemon Sawaguchi 沢口忠左衛門 日本
マンドリン/ギター啓蒙家、
作曲家

「DANZA」

1902-1978 Franz Burkhart フランツ・ブルクハルト オーストリア ギター奏者 「パッサカリア」「組曲第2番」
1902-1979 Karl Pilss カール・プリス オーストリア ピアニスト作曲家 「ソナタ イ長調」
1902-1983 William Walton ウィリアム・ウォルトン イギリス 〇 作曲家 「5つのバガテル」

1902-1990 Walter Burle Marx ワルテル・ブルレ・マルクス ブラジル ピアニスト、作曲家
「ビオレイロス・デ・グアラ
ティーバ」

1902-1993 Virgilio Mortari ヴィルジリオ・モルターリ イタリア 作曲家

1902-2000 Jirou Nakano 中野二郎 日本
マンドリン/ギター啓蒙家、
作曲家

「パガニーニの主題による30
の変奏曲」

1902-2005 Jenő Takács タカーチュ・イェネー オーストリア 作曲家、ピアニスト 「パルティータOp.50」

1903-1954 Fukuichiro Ikegami 池上冨久一郎 日本 作曲家
「月下の逍遥」「秋の踊り」
「春の望み」

1903-1958 Abel Fleury アベル・フレウリ アルゼンチン ギター奏者
「ラ・フィルメーサ」「広やかな
故郷」「マランボ」

1903-1964 Ary Barroso アリ・バホーゾ ブラジル 作曲家、ピアニスト 「ブラジルの水彩画」
1903-1969 Rudolf Wagner-Régeny ルドルフ・ヴァーグナー＝レゲニー ドイツ 作曲家
1903-1977 Luis H. Salgado ルイス・ウンベルト・サルガド エクアドル 作曲家
1903-1978 Aram Khachaturian アラム・ハチャトゥリアン ロシア 〇 作曲家、指揮者

1903-1982 Eduardo Sainz de la Maza エドアルド・サインス・デ・ラ・マーサ スペイン ギタリスト作曲家
「鐘の音」「ロンデーニャ」「ハ
バネラ」「ボレロ」「ギター讃
歌」「プラテーロと私（組曲）」

●

1903-1983 Pál Kadosa カドシャ・パール ハンガー 作曲家、ピアニスト
1903-1984 Hilding Hallnäs ヒルディング・ハルネス スウェーデン 作曲家 「パリティータ・アマービレ」
1903-1986 Priaulx Rainier プリオール・レーニエ 南アフリカ 作曲家 「Ubunzima」

1903-1989 Lennox Berkeley レノックス・バークリー イギリス 作曲家
「4つの小品」「主題と変奏」
「ソナチネ」「薄明りの歌」「ギ
ター協奏曲」

1903-1993 Yvonne Desportes イボンヌ・デポルト フランス 作曲家
1903-1999 Thomas Pitfield トーマス・ピットフィールド イギリス 作曲家
1904-1935 Yosie Ohkawara 大河原義衛 日本 ギタリスト作曲家 「組曲花束」「聖夜」
1904-1980 Georges Hugon ジョルジュ・ユゴン フランス 作曲家
1904-1987 Dimitri Kabalevsky ドミトリー・カバレフスキー ロシア 〇 作曲家、ピアニスト

1904-1994 Guido Santorusora ギド・サントールソラ ブラジル
作曲家、バイオリン/ビオラ
奏者、指揮者

「ギター・ソナタ第1～4番」
「古風な組曲」「前奏曲第2
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https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_Palacios
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%82%BB
https://imslp.org/wiki/Category:Jos%C3%A9,_Antonio
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pil%C3%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Walton
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Walton,_William
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Burle-Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Mortari
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiro_Nakano
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%87%8E%E4%BA%8C%E9%83%8E_(%E4%BD%9C%E6%9B%B2%E5%AE%B6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jen%C5%91_Tak%C3%A1cs
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%BC
https://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Fleury
https://en.wikipedia.org/wiki/Ary_Barroso
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wagner-R%C3%A9geny
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%9D%E3%83%AC%E3%82%B2%E3%83%8B%E3%83%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_H._Salgado
https://en.wikipedia.org/wiki/Aram_Khachaturian
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3
https://imslp.org/wiki/Category:Khachaturian%2C_Aram
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Sainz_de_la_Maza
http://web1.kcn.jp/ikyu3/guitar/Database/1903_Eduardo.de.la.Maza_works_list.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Kadosa
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilding_Halln%C3%A4s
https://en.wikipedia.org/wiki/Priaulx_Rainier
https://en.wikipedia.org/wiki/Lennox_Berkeley
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Desportes
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pitfield
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Hugon
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%82%B4%E3%83%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Kabalevsky
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC
https://imslp.org/wiki/Category:Kabalevsky,_Dmitry
https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_Sant%C3%B3rsola
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1904-2003 Goffredo Petrassi ゴッフレド・ペトラッシ イタリア 作曲家 「夜の音」
1905-1971 Alan Rawsthorne アラン・ロースソーン イギリス 作曲家 「エレジー」
1905-1974 André Jolivet アンドレ・ジョリヴェ フランス 作曲家 2つの演奏会用練習曲」
1905-1986 Dag Wirén ダグ・ヴィレーン スウェーデン 作曲家 「リトル・セレナード」
1905-1988 José Muñoz Molleda ホセ・ムニョース・モレダ スペイン 作曲家
1905-1989 Ernesto Halffter エルネスト・アルフテル スペイン 作曲家 「ギター協奏曲」「ハバネラ」

1905-1991 Eugene Bozza ウジェーヌ・ボザ フランス 作曲家
「ギターと弦楽四重奏のため
の5声の協奏曲」

1905-1995 Marcel Rubin マーセル・ルビン オーストリア 作曲家
1905-1996 Jef Maes ジェフ・マース ベルギー 作曲家
1905-1996 Luis Sandi ルイス・サンディ メキシコ 作曲家
1905-1988 Giacinto Scelsi ジャチント・シェルシ イタリア 作曲家 「コ・タ（シヴァの踊り）」
1905-1960 Matyas Seiber シェイベル・マーチャーシュ ハンガリー 〇 作曲家
1905-1998 Michael Tippett マイケル・ティペット イギリス 作曲家、指揮者 「ザ・ブルー・ギター」

1905-2000 Ferenc Farkas ファルカシュ・フェレンツ ハンガリー 作曲家
「エクセルチテウム・トレー
ナ」「ギター・ソナタ」

1906-1958 Michalis Souyioul ミカリス・ Souyioul ギリシア 作曲家
1906-1983 Elisabeth Lutyens エリザベス・ラッチェンス イギリス 作曲家

1906-1988 Radames Gnattali ハダメス・ジナタリ（ニャタリ） ブラジル 作曲家

「郷愁」「プチ・スイート」「トッ
カータ第1番」「ブラジル風組
曲」「10の練習曲」「ブラジリ
アーナ第13番」「ギター協奏

1906-1991 Boris Papandopulo ボリス・パパンドプロ クロアチア 作曲家、指揮者
1906-1994 Fernando Lopes-Graca フェルナンド・ロペス＝グラサ ポルトガル 作曲家
1906-2002 Rosa García Ascot ローザ・ガルシア・アスコット スペイン 作曲家、ピアニスト
1906-2003 Joaquim Homs ホアキン・オムス スペイン 作曲家
1907-1969 Heinz Friedrich Hartig ハインツ・フリードリヒ・ハルティヒ ドイツ 作曲家・チェンバロ奏者
1907-1972 Francisco de Madina Igarzabal フランシスコ・デ・マディナ スペイン 作曲家 「バスク協奏曲」
1907-1982 Kojiro kobune 小船幸次郎 日本 作曲家、指揮者 「ソナチネ」「夜想曲」
1907-1986 Ahti Karjalainen アハティ・カルヤライネン フィンランド 作曲家
1907-1987 Henk Badings ヘンク・バーディングス オランダ 作曲家
1907-1993 Camargo Guarnieri カマルゴ・グアルニエリ ブラジル 作曲家
1907-1995 Günter Bialas ギュンター・ビアラス ドイツ 作曲家
1907-1995 Miklós Rózsa ロージャ・ミクローシュ ハンガリー 作曲家 「ギター・ソナタOp.42」

1907-1996 Maria Luisa Anido マリア・ルイーザ・アニド アルゼンチン 女流ギタリスト作曲家
「前奏曲第1番はるけさ」「北
方人の歌」

1907-2001 Yoritsune Matsudaira 松平頼則 日本 作曲家、ピアニスト 「ギタールのためのソナチ
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https://en.wikipedia.org/wiki/Goffredo_Petrassi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Rawsthorne
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Jolivet
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Dag_Wir%C3%A9n
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mu%C3%B1oz_Molleda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Halffter
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%86%E3%83%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Bozza
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8C%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%82%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Rubin
https://en.wikipedia.org/wiki/Jef_Maes
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Sandi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3
https://en.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Scelsi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B7
https://en.wikipedia.org/wiki/Matyas_Seiber
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5
https://imslp.org/wiki/Category:Seiber%2C_M%C3%A1ty%C3%A1s
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Tippett
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Farkas
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84
https://en.wikipedia.org/wiki/Michalis_Souyioul
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Lutyens
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Radames_Gnattali
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%80%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%82%BF%E3%83%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Papandopulo
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopes-Graca
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%82%B9%EF%BC%9D%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Garc%C3%ADa_Ascot
https://en.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Homs
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Friedrich_Hartig
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%88%B9%E5%B9%B8%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://en.wikipedia.org/wiki/Henk_Badings
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Camargo_Guarnieri
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Bialas
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_R%C3%B3zsa
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_Anido
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoritsune_Matsudaira
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E9%A0%BC%E5%89%87
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1908–1979 Vicente Asencio ビセンテ・アセンシオ スペイン 作曲家
「内なる想い」「不実な女房
のタンゴ」「ソナティナ」「神秘

1908-2012 Elliott Carter エリオット・カーター アメリカ 作曲家 「チェンジ」「シャード」
1908-2002 Jean-Yves Daniel-Lesur ジャン・イヴ・ダニエル＝ルシュー フランス 作曲家、オルガン奏者 「エレジー」
1908-1987 Gunnar de Frumerie グンナル・デ・フルメリー スウェーデン 作曲家、ピアニスト

1908-1992 Franco Margola フランコ・マルゴーラ イタリア 作曲家
ギター小協奏曲」「ギター協
奏曲第2番」

1908-2004 Joaquin Nin-Culmell ホアキン・ニン＝クルメル スペイン
作曲家、ピアニスト、指揮
者

「ルイス・ミランの主題による
6つの変奏曲」

1908-1987 Vicente González Rubiera (Guyú ビセンテ•ゴンザレス•ルビエラ（グユ キューバ
ギター奏者、和声学者、作
曲家

1908-1988 Ivor Mairants アイヴォー・メイランツ イギリス ギタリスト作曲家

1908-1992 Atahualpa Yupanqui アタウアルパ・ユパンキ アルゼンチン ギター奏者、歌手、作家
「こおろぎのサンバ」「恋する
鳩の踊り」「南十字星」

1909-1989 Gunnar Berg ゴナ・ベアウ（グンナー・ベルク） デンマーク 作曲家 「メロスI」
1909-2007 Harald Genzmer ハラルド・ゲンツマー ドイツ 作曲家 「ギター協奏曲」

1909-1996 Vagn Holmboe ヴァン・ホルンボー デンマーク 作曲家
「ギター・ソナタ第1・2番「5つ
の間奏曲」

1909-1994 Ignace Strasfogel イグナス・ストラスフォーゲル ポーランド
ピアノ奏者、作曲家、指揮
者

1909-1992 Alfred Uhl アルフレート・ウール オーストリア 作曲家 「舞曲」「ソナタ・クラシカ」
1909-1944 Takayuki Oguri 小栗孝之 日本 作曲家 「4つの小品」
1909-1990 Ichiro Ishida 石田一郎 日本 作曲家 「ギターのための3つの小
1909-1993 Karl Scheit カール・シャイト オーストリア ギター奏者
1910-1979 Ronald Binge ロナルド・ビング イギリス 作曲家
1910-1993 Blas Galindo ブラス・ガリンド メキシコ 作曲家、指揮者
1910-2010 Otto Joachim オットー・ヨアヒム ドイツ バイオリン奏者、作曲家

1910-2009 Erland von Koch エルランド・フォン・コック スウェーデン 作曲家
「ギター協奏曲」「モノローグ
第10番」「歌と踊り」

1910-1998 Luise Walker ルイゼ・ワルカー オーストリア 女流ギタリスト作曲家 「小さなロマンス」

1910-1983 Heinrich Konietzny ハインリヒ・コニエッツニー ドイツ
バイオリン/ファゴット奏
者、作曲家

1910-1959 Ennio Porrino エンニオ・ポッリーノ イタリア 〇 作曲家
1910-1994 Soulima Stravinsky スリマ・ストラヴィンスキー スイス ピアノ奏者、作曲家
1911-1980 Bruno Bartolozzi ブルーノ・バルトロッツィ イタリア 作曲家
1911-1984 Manuel E. Perez マニュエル・エンリケ・ペレス・ディ ベネズエラ ギタリスト作曲家 「グアサ（おどけ）」

1911-1991 Eberhard Werdin エーベルハルト・ヴェルディン ドイツ 作曲家
「ギターとフルートのための
小協奏曲」

1911-2000 Alan Hovhaness アラン・ホヴァネス アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲第1、2番」
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1911-2000 Eduard Pütz エドゥアルト・プッツ ドイツ 作曲家
1911-2001 Vicente Gomez ビセンテ・ゴメス スペイン ギタリスト作曲家
1911-2005 Vilho Luolajan-Mikkola ヴィルホ・ルオラヤン＝ミッコラ フィンランド 作曲家
1911-2005 Eizaburo Hirayama 平山英三郎 日本（青森） マンドリン・ギター指導者
1911-2006 Erik Bergman エーリク・ベリマン フィンランド 作曲家 「ギター組曲 Op. 32」「真夜
1912-1945 Slavko Fumic スラヴコ・フミック クロアチア ギタリスト作曲家 「夜想曲」
1912-1968 Ernst Hess エルンスト・ヘス スイス 〇 作曲家、指揮者

1912-1973
lexander Mikhaylovich Ivanov-
Kramskoy

アレクサンドル・ミハイロビッチ・
イワノフ・クラムスコイ

ロシア ギタリスト作曲家

1912-1984 Giulio Viozzi グイド・ヴィオッツィ イタリア
作曲家、指揮者、ピアノ奏
者

1912-1986 José de Azpiazu ホセ・デ・アスピアス スペイン ギタリスト作曲家 「バスク風ソナタ」
1912-1990 André Amellér アンドレ・アメレール フランス 作曲家、指揮者
1912-1990 Sabicas サビーカス スペイン フラメンコギター奏者

1912-1997 Jean Françaix ジャン・フランセ フランス 作曲家
「セレナード」「パッサカイユ」
「ギター協奏曲」

1912-1997 Theodore Norman テオドール・ノーマン カナダ ギタリスト作曲家 「12音による2つの旋法」

1912-2000 Carlos Guastavino カルロス・グアスタビーノ アルゼンチン 作曲家
「プレセンシア第6番」「ギ
ター・ソナタ第1番」

1912-2002 Xavier Montsalvatge シャビエル・モンサルバーチェ スペイン 作曲家
「ハバネラ」「3つの幻影の
ファド」「ギターとオーケストラ
のためのコンサートの変容」

1912-2008 Tauno Marttinen タウノ・マルッティネン フィンランド 作曲家
1913-1974 Štěpán Urban ステファン・ウルバン（アーバン） チェコ ギタリスト作曲家 「グッド・ナイト」「即興曲」
1913-1976 Benjamin Britten ベンジャミン・ブリテン イギリス 〇

作曲家、、指揮者、ピアノ
奏者

「ノクターナル」「中国の歌」

1913-1992 Maurice Ohana モーリス・オアナ フランス 作曲家
「ティエント」「日が昇れば」
「月時計」「ギター協奏曲3つ
のグラフィック」

1913-1994 Witold Lutosławski ヴィトルト・ルトスワフスキ ポーランド 作曲家、ピアノ奏者
1913-1993 Luis Felipe Ramón y Rivera ルイス・フェリペ・ラモン・イ・リベラ ベネズエラ 作曲家

1913-1996 Celedonio Romero セレドニオ・ロメロ スペイン
ギター奏者、ロメロ・ギター
四重奏団の創設者

「アンダルシア組曲」「ロス・
マエストロス」

1913-1997 Alfred Nieman アルフレッド・ニーマン イギリス 作曲家、ピアノ奏者
1913-2001 Nicolas Alfonso ニコラス・アルフォンソ スペイン ギタリスト作曲家
1913-2004 Bruno Bettinelli ブルーノ・ベッティネッリ イタリア 作曲家
1913-2005 Gardner Read ガードナー・リード アメリカ 作曲家
1913-2006 John Weinzweig ジョン・ワインツワイグ カナダ 作曲家

1914-1986 Stjepan Sulek シュチェパン・シュレック クロアチア
作曲家, The Troubadours
Three
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1914-1990 Hector Ayala
ヘクター・アヤラ（エクトール・ア
ジャーラ）

アルゼンチン ギタリスト作曲家 「アメリカ組曲」

1914-1993 Cor de Groot コル・デ・フロート オランダ ピアノ奏者、作曲家

1914-2006 Akira Ifukube 伊福部昭 日本 作曲家
「ギターのためのトッカータ」
「踏歌」

1914-2001 Felicitas Kukuck フェリチタス・ククック ドイツ 作曲家
1914-2003 Riccardo Malipiero リッカルド・マリピエロ イタリア ピアノ奏者、作曲家
1914-2008 Wilfrid Mellers ウィルフリッド・メラーズ イギリス 作曲家
1915-1955 Garoto (Anibal Augusto Sardinha ガロット（アニバル・アウグスト・サ ブラジル ギタリスト作曲家
1915-1993 Frantz Casseus フランツ・キャセウス ハイチ ギタリスト作曲家
1915-1984 Evencio Castellanos エベンシオ・カステジャーノス ベネズエラ

作曲家、指揮者、ピアノ奏
者

1915-2005 David Diamond デイヴィッド・ダイアモンド アメリカ 作曲家
1915-1965 Nikos Gounaris ニコス・グナリス ギリシア テナー歌手
1915-1994 Victor Legley ヴィクトル・レグリィ ベルギー バイオリン奏者、作曲家
1915-2001 Douglas Lilburn ダグラス・リルバーン ニュージーランド 作曲家
1915-1993 Guillermo Venegas Lloveras ギレルモ・ベネガス・ロベラス プエルトリコ シンガーソングライター
1915-1987 Vincent Persichetti ヴィンセント・パーシケッティ アメリカ

作曲家、指揮者、ピアノ奏
者

1915-2001 Richard Pick リチャード・ピック アメリカ ギター教師
1915-1999 Stanko Prek スタンコ・プレック スロベニア ギタリスト作曲家
1915-1982 Humphrey Searle ハンフリー・サール イギリス 作曲家
1915-1997 Carlos Surinach カルロス・スリナッチ スペイン 作曲家、指揮者
1915-1992 Pierre Wissmer ピエール・ヴィスメール フランス 作曲家
1916-1933 Bernard Stevens バーナード・スティーヴンス イギリス 作曲家
1916-1977 Dilermando Reis ディレルマンド レイス ブラジル ギタリスト作曲家、教師
1916-1983 Alberto Ginastera アルベルト・ヒナステラ アルゼンチン 作曲家 「ソナタ」「アルゼンチン舞曲
1916-1996 Minao Shibata 柴田南雄 日本 作曲家 「Candelabra」
1916-1997 Isaac Nicola アイザック・ニコラ キューバ ギタリスト作曲家

1916-2001 Abel Carlevaro アベル・カルレバーロ ウルグアイ ギタリスト作曲家
「5つの南米風前奏曲」「クロ
スノミアスI」「プラタの協奏

1916-2004 Denis ApIvor デニス・アピバー イギリス 作曲家

1916-2005 Albert Harris アルバート・ハリス アメリカ 作曲家
「ヘンデルの主題による変奏
曲とフーガ」

1916-2011 Milton Babbitt ミルトン・バビット アメリカ 作曲家 「シアー・ブラック」
1917-1977 Angel Iglesias アンゲル・イグレシアス スペイン ギタリスト作曲家 「アラベスク」
1917-1982 Jaures Lamarque-Pons ヤウレス・ラマルケ=ポンス ウルグアイ 作曲家 「冬の協奏曲」
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1917-1986 Antonio Lauro アントニオ・ラウロ ベネズエラ ギタリスト作曲家
「4つのベネズエラ風ワルツ」
「ソナタ」「ベネズエラ組曲」
「ギター協奏曲」

●

1917-1995 Laurindo Almeida ローリンド・アルメイダ ブラジル ギタリスト作曲家
「ブラジリアンス」「パンチョの
ためのパヴァーヌ」

1917-1996 Isang Yun 尹 伊桑（ユン・イサン） ドイツ 作曲家
1917-2000 Brian Boydell ブライアン・ボイデル アイルランド 作曲家
1917-2001 Miguel Abloniz ミゲル・アブロニッツ エジプト ギタリスト作曲家
1917-2003 Lou Harrison ルー・ハリソン アメリカ 作曲家 「6つのソナタ」「セレナーデ」

1917-2003 Reginald Smith Brindle レジナルド・スミス・ブリンドル イギリス 作曲家
「ノクターン」「黄金のポリ
フェーモ」「ギター・ソナタ第1

1917-2008 Roque Cordero ロケ・コルデロ パナマ 作曲家
1918-1970 Bernd Alois Zimmermann ベルント・アロイス・ツィンマーマン ドイツ 作曲家
1918-1990 Leonard Bernstein レナード・バーンスタイン アメリカ 指揮者、作曲家
1918-1994 Ulrik Neumann ウルリク・ノイマン スウェーデン ギター奏者、映画俳優 「愛のワルツ」「スケルツォ」
1918-1996 Gottfried von Einem ゴットフリート・フォン・アイネム オーストリア 作曲家
1918-2003 Lina Pires de Campos リーナ・ピレス・デ・カンプス ブラジル ピアニスト、作曲家
1918-2005 George Rochberg ジョージ・ロックバーグ アメリカ 作曲家 「夏のセレナード」
1918-2007 Matilde Salvador マティルデ・サルバドール スペイン 作曲家、画家
1918-2008 Harold Gramatges アロルド・グラマトヘス キューバ 作曲家
1918-2009 Augustin Kubizek オーガスティン・クビツェク オーストリア 作曲家 「ソナタ」
1918-2010 Jürg Baur ユルク・バウアー ドイツ 作曲家
1919-1988 Rezső Sugar レジェー・シュガー ハンガリー 作曲家
1919-1989 Claudio Santoro クラウジオ・サントロ ブラジル 作曲家
1919-1994 Roman Haubenstock-Ramati ローマン・ハウベンシュトック＝ラマ ポーランド 作曲家

1919-2004 John William Duarte ジョン・ウイリアム・ドワーティ イギリス ギタリスト作曲家
「イギリス組曲」「カタルー
ニャ民謡による変奏曲」「ソ

1919-2008 Juan Blanco フアン・ブランコ キューバ 作曲家
1919-2013 Roman Vlad ロマン・ヴラド イタリア 作曲家

1919-2014 Cayo Sila Godoy シラ・ゴドイ パラグアイ
バリオス門下。「ギターの
魔神」

1919-2016 Inocente Carreño イノセンテ・カレーニョ ベネズエラ 作曲家
1919-2019 Juan Orrego-Salas ホアン・オレゴ・サーラス チリ 作曲家
1920-1973 Bruno Maderna ブルーノ・マデルナ ドイツ 作曲家、指揮者 「そしてその後」
1920-1990 Peter Racine Fricker ピーター・ラシーン・フリッカー イギリス 作曲家 「パセオOp.61」
1920-2002 Luciano Chailly ルチアーノ・シャイー イタリア 作曲家
1920-2007 Jun Akagi 赤城淳 日本 マンドリン・ギター指導者
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1920-2013 Fotis Polymeris フォティス・ポリメリス ギリシア ギタリスト作曲家、歌手
1920-2018 Paul Fetler ポール・フェットラー アメリカ 作曲家
1920-2019 Guillermo Flores Mendez フローレス・メンデス メキシコ ギタリスト作曲家

1921-1980 Yoshiro Irino 入野義郎 日本 作曲家
「ギターと6人の奏者のため
の7つのインヴェンション」

1921-1984 Jan Novák ヤン・ノヴァーク チェコ 作曲家
1921-1986 Armin Schibler アーミン・シブラー スイス 作曲家
1921-1988 Relly Raffman レリー・ラフマン アメリカ 作曲家

1921-1992 Ástor Piazzolla アストル・ピアソラ アルゼンチン 作曲家、バンドネオン奏者
「ギターのための5つの小
品」「天使のミロンガ」「天使
の死」「ブエノスアイレスの四

1921-1996 Dimitris Fampas ディミトリス・ファンパス ギリシア ギタリスト作曲家
1921-1997 Jarmil Burghauser ヤルミル・ブルグハウゼル チェコ 作曲家、指揮者 「ギター・ソナタ」
1921-1999 Primoz Ramovs プリモシュ・ラモフシュ スロベニア 作曲家
1921-2006 Malcolm Arnold マルコム・アーノルド イギリス 作曲家 「ファンタジー」「ギター協奏
1921-2008 Nico Rojas ニコ・ロハス キューバ ギタリスト作曲家 「リリアム」「母に捧げるグァ
1921-2010 Nicolas Astrinidis ニコラス・アストリニディス ギリシア 作曲家、ピアニスト
1921-2010 Ariel Ramírez アリエル・ラミレス アルゼンチン 作曲家
1921-2014 John Ritchie ジョーン・リッチー ニュージーランド 作曲家
1922-1982 Poul Rovsing Olsen ポール・ロウシング・オルセン デンマーク 作曲家
1922-1993 Camillo Togni カミッロ・トーニ イタリア 作曲家、ピアニスト
1922-1999 Tom Eastwood トム・イーストウッド イギリス 作曲家
1922-2000 Pierre Petit ピエール・プティ フランス 作曲家
1922-2001 Luiz Bonfá ルイス・ボンファ ブラジル ギタリスト作曲家
1922-2002 John Boda ジョン・ボダ アメリカ 作曲家

1922-2004 Elmer Bernstein エルマー・バーンスタイン アメリカ 作曲家
「ギター協奏曲2人のクリト
ファーのために」

1922-2008 Antonio Bibalo アントニオ・ビバロ ノルウェー 作曲家、ピアニスト
1922-2009 Lukas Foss ルーカス・フォス アメリカ

作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1922-2021 Klaus Wusthoff クラウス・ヴュストホフ ドイツ 作曲家 「サンバ協奏曲」
1922-2014 Odette Gartenlaub オデット・ガルテンロープ フランス 作曲家、ピアニスト

1923-1979 Anton Heiller アントン・ハイラー オーストリア
作曲家、オルガン/ハープ
シコード奏者

「ソロ・スタック」

1923-1993 Jorge Martinez Zarate ホルヘ・マルティネス・サラーテ アルゼンチン ギタリスト作曲家
1923-1998 Mel Powell メル・パウエル アメリカ 作曲家
1923-1999 Rodrigo Riera ロドリーゴ・リエラ ベネズエラ ギタリスト作曲家
1923-2006 Viktor Kalabis ヴィクトル・カラビス チェコ 作曲家
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1923-2007 Friedrich Zehm フリードリヒ・ツェーム ドイツ 作曲家
1923-2010 Carlos Bonilla Chávez カルロス・ボニージャ・チャベス エクアドル ギタリスト作曲家
1923-2011 菅野浩和 日本 作曲家 変奏曲
1923-2013 Eduardo Falú エドゥアルド・ファルー アルゼンチン ギタリスト作曲家
1923-2016 Leslie Bassett レスリー・バセット アメリカ 作曲家
1923-2016 Alirio Diaz アリリオ・ディアス ベネズエラ ギタリスト作曲家
1923-2018 Heinrich Gattermeyer ハインリヒ・ガッテルマイヤー  オーストリア 作曲家 「カッサシオン」
1923- Ned Rorem ネッド・ロアム アメリカ 作曲家
1924-1967 Ida Presti イダ・プレスティ フランス ギタリスト作曲家 「朝の練習曲」
1924-1994 Henry Mancini ヘンリー・マンシーニ アメリカ 作曲家、映画音楽
1924-2001 Robert Starer ロバート・ステアラー アメリカ 作曲家、ピアニスト
1924-2004 Claude Ballif クロード・バリフ フランス 作曲家
1924-2005 Heimo Erbse ハイモ・エルプセ ドイツ 作曲家
1924-2012 Axel Borup-Jørgensen アクセル・ボロプ＝ヨアンセン デンマーク 作曲家

1924-2013 Stephen Dodgson スティーヴン・ドッジソン イギリス 作曲家
「ギターのためのパルティー
タ」「幻想曲～ディヴィジョン
ズ」「ギター協奏曲第1、2番」

1924-2017 Klaus Huber クラウス・フーバー スイス 作曲家
1925-1967 Takeo Noro 野呂武男 日本 作曲家 「コンポジションI、II」
1925-1991 Julián Orbón フリアン・オルボーン スペイン 作曲家 「前奏曲と舞曲」
1925-1992 Georges Delerue ジョルジュ・ドルリュー フランス 作曲家
1925-1996 Manos Hadjidakis マノス・ハジダキス ギリシア 作曲家
1925-1999 Charlie Byrd チャーリー・バード アメリカ ジャズギター奏者
1925-1999 Harry Somers ハリー・サマーズ カナダ 作曲家

1925-2002 Bertold Hummel ベルトルト・ハンメル ドイツ 作曲家
「ギターと弦楽四重奏のため
の協奏的音楽Op.89a」

1925-2003 Luciano Berio ルチアーノ・ベリオ イタリア 作曲家 「セクエンツァXI」
1925-2004 Marius Constant マリユス・コンスタン ルーマニア 作曲家、指揮者
1925-2006 Thomas Christian David トーマス・クリスチャン・デイビット オーストリア 作曲家、指揮者
1925-2007 Jindřich Feld インドゥジヒ・フェルド（インドジフ・ チェコ 作曲家 「ソナタ」
1925-2008 Tristram Cary トリストラム・キャリー イギリス 作曲家
1925-2009 Yuquijiro Yocoh 横尾幸弘 日本 ギタリスト作曲家 「さくら変奏曲」
1925-2009 Giselher Klebe ギセルヘル · クレーベ ドイツ 作曲家
1925-2010 Gustavo Becerra-Schmidt グスタヴォ・ベセラ＝シュミット チリ 作曲家
1925-2011 Aldo Clementi アルド・クレメンティ イタリア 作曲家 「12の変奏曲」
1925-2015 Gunther Schuller ガンサー・シュラー アメリカ 作曲家、指揮者 「幻想組曲」
1925-2016 Pierre Boulez ピエール・ブーレーズ フランス 作曲家、指揮者 「ル・マルトー・サン・メート
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1925-2016 Charles Chaynes シャルル・シェーヌ フランス 作曲家
1925-2020 Herbert Baumann ヘルベルト・バウマン ドイツ 作曲家 「ギター協奏曲」
1925-2019 Jiří Jirmal イジー・イルマル チェコ ギター奏者 「バーデン・ジャズ組曲」

1925-2021 Mikis Theodorakis ミキス・テオドラキス ギリシア 作曲家
「3つのエピタフィオス」「ギ
ターと管弦楽のための狂詩

1926-1994 Manuel Enriquez マヌエル・エンリケス メキシコ 作曲家、バイオリン奏者
1926-1996 Ton de Leeuw トン・デ・レーウ オランダ 作曲家

1926-2012 Hans Werner Henze ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ ドイツ 作曲家
「3つのテントス」王宮の冬の
音楽第1、2番」

1926-2014 Jacques Casterede ジャック・カステレード フランス 作曲家、ピアニスト
「インベンションNo.2」「ギター
協奏曲」

1926-2018 Stanley Glasser スタンリー・グラッサー 南アフリカ 作曲家
1926-2018 François Morel フランソワ・モレル カナダ

作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1926-2018 Marilyn J. Ziffrin マリリン・J・ジフリン アメリカ 作曲家
1926- Kenjiro Ezaki 江崎健次郎 日本 作曲家
1926- Celso Garrido Lecca セルソ・ガリード・ルッカ ペルー 作曲家
1926-2022 Joseph Horovitz ジョーゼフ・ホロヴィッツ イギリス 作曲家、指揮者
1926- Karl Kohn カール・コーン アメリカ 作曲家、ピアニスト
1926- György Kurtág クルターグ・ジェルジュ ルーマニア 作曲家、ピアニスト
1926-2020 Arthur Wills アーサー・ウィルズ イギリス 作曲家
1927-1994 Antonio Carlos Jobim アントニオ・カルロス・ジョビン ブラジル 作曲家 「イパネマの娘」「おいしい
1927-1997 Wilfred Josephs ウィルフレッド・ジョセフス イギリス 作曲家
1927-1997 Narciso Yepes ナルシソ・イエペス スペイン ギタリスト作曲家
1927-2000 Franco Donatoni フランコ・ドナトーニ イタリア 作曲家 「アルゴ」
1927-2001 Thomas Wilson トーマス・ウィルソン イギリス 作曲家 「独り言」
1927-2007 Jesús Benites Reyes ヘスス・ベニーテス・R ペルー ギター奏者
1927-2007 Graham Whettam グラハム・ウェッタン イギリス 作曲家
1927-2008 Jacques Bondon ジャック・ボンドン フランス 作曲家 「3月の協奏曲」
1927- Atumasa Nakabayasi 中林淳真 日本 ギタリスト作曲家
1928-2007 David Farquhar デイビット・ファークワー ニュージーランド 作曲家
1928-2008 Frank Michael Beyer フランク・マイケル・ベイヤー ドイツ 作曲家 「カンツォネッタ」
1928-2012 Gareth Walters ガレス・ウォルターズ イギリス 作曲家
1928-2014 Antonin Tucapsky アントニン・トゥチャプスキー チェコ 作曲家
1928-2015 Ronald Stevenson ロナルド・スティーブンソン イギリス 作曲家、ピアニスト
1928-2016 Einojuhani Rautavaara エイノユハニ・ラウタヴァーラ フィンランド 作曲家
1928-2016 Ursula Mamlok ウルズラ・マムロク アメリカ 作曲家 「5つの間奏曲」
1928- Samuel Adler サミュエル・アドラー アメリカ 作曲家、指揮者
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1928-2020 Ennio Morricone エンニオ・モリコーネ イタリア 作曲家（映画音楽） 「4つの小品」
1928- Edino Krieger エジーノ・クリーゲル ブラジル 作曲家 「リトマータ」
1928- Minoru Kobashi 小橋稔 日本 作曲家 「挽歌」
1928- Thea Musgrave テア・マスグレイブ イギリス 作曲家
1928-2006 Siegfried Fink ジークフリート・フィンク ドイツ 打楽器奏者、作曲家 「協奏的二重奏曲」
1928- Harold Schiffman ハロルド・シフマン 作曲家 「協奏曲」
1929-1995 Reiner Bredemeyer ライナー・ブレデマイヤール ドイツ 作曲家
1929-1999 Alexandre Lagoya アレクサンドル・ラゴヤ フランス ギター奏者、教授
1929-2003 Tage Nielsen タゲ・ニールセン デンマーク 作曲家
1929-2003 Paulinho Nogueira パウリーニョ・ノゲイラ ブラジル ギタリスト作曲家
1929-2007 Petr Eben ペトル・エベン チェコ 作曲家

1929-2007 Mutsuo Shishido 宍戸睦郎 日本 作曲家
「ギターのためのプレリュー
ドとトッカータ」

1929-2008 Alun Hoddinott アラン・ホディノット イギリス 作曲家
1929-2014 Peter Sculthorpe ピーター・スカルソープ オーストリア 作曲家 「フロム・カカドゥー」「夢の中
1929-2017 Vaclav Kucera ヴァーツラフ・クチュラ チェコ 作曲家 「日記～チェ・ゲバラ讃」
1929-2019 André Previn アンドレ・プレヴィン アメリカ 作曲家、指揮者 「ギター協奏曲」
1929-2019 Hans Stadlmair ハンス・シュタットルマイア オーストリア 作曲家、指揮者
1929-2022 George Crumb ジョージ・クラム アメリカ 作曲家
1929-2021 Josep Mestres Quadreny ジュゼプ・メストレス・クアドレニ スペイン 作曲家
1929-2006 Manuel Lopez Ramos マヌエル・ロペス・ラモス アルゼンチン ギター奏者
1929- Jesus Gonzalez Mohino ヘスス・ゴンサレス・モイーノ スペイン ギター奏者
1929-2014 Ernst Kolz エルンスト・コルツ オーストリア 作曲家 「クォドリベット」
1930-1987 Jana Obrovska ヤナ・オブロフスカ チェコ 作曲家、夫がギター奏者

1930-1993 Stanley Myers スタンリー・マイヤーズ イギリス 映画作曲家
「カヴァティーナ～ディア・ハ
ンター」

1930-1995 Pierre Max Dubois ピエール・マックス・デュボワ フランス 作曲家

1930-1996 Toru Takemitsu 武満 徹 日本 作曲家
「フォリオス」「すべては薄明
のなかで」「エキノクス」

●

1930-2004 Usko Meriläinen ウスコ・メリライネン フィンランド 作曲家
1930-2006 Andrei Petrov アンドレイ・ペテロフ ロシア 作曲家 「オールド・メロディ」
1930-2007 Pieter van der Staak ピーター・ファン・デル・スターク オランダ ギタリスト作曲家
1930-2008 Masao Homma 本間雅夫 日本 作曲家 「ギターのために」
1930-2017 Gordon Langford ゴードン・ラングフォード イギリス 作曲家
1930-2018 Eythor Thorlaksson エイソー・ソーラクソン アイスランド ギタリスト作曲家、
1930-2020 Claude Bolling クロード・ボリング フランス 作曲家、ジャズピアニスト
1930- Gerardo Guevara ジェラルド・ゲバラ エクアドル 作曲家
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1930-2021 Cristóbal Halffter クリストバル・アルフテル スペイン 作曲家 「コデックス」
1930- Betty Roe ベティ・ロー イギリス 作曲家、歌手

1930- Shimoyama, Hifumi 下山一二三 日本 作曲家
「トルクヴァート・タッソーのた
めの音楽」

1931-2001 Milton Barnes ミルトン・バーンズ カナダ 作曲家、指揮者
1931-2008 Mauricio Kagel マウリシオ・カーゲル アルゼンチン 作曲家 「濁音」
1931-2009 Charles Camilleri チャールズ・カミレーリ マルタ 作曲家

1931-2012 Hikaru Hayashi 林光 日本 作曲家
「波紋」「滴」「ギター協奏曲
北の帆船」

1931-2016 Anđelko Klobučar アンジェルコ・クロブカール クロアチア 作曲家、オルガン奏者
1931-2020 Vytautas Barkauskas バルカウスカス・ヴィタウタス リトアニア 作曲家
1931-2021 Sylvano Bussotti シルヴァーノ・ブッソッティ イタリア ピアニスト作曲家 「ウルティマ・ララ」
1931-2021 Rudolf Kelterborn ルドルフ・ケルターボーン スイス 作曲家
1931- Sofia Asgatovna Gubaidulina ソフィア・グバイトゥーリナ ロシア 作曲家 「セレナード」

1931-2021 Jorge Morel ホルヘ・モレル アルゼンチン ギタリスト作曲家
「ダンサ・ブラジレイラ」「D線
上のボサ」

1931- Yori-Aki Matsudaira 松平頼暁 日本 作曲家 「波動」「グレーティング」
1931-2019 Ib Nørholm イブ・ネアホルム デンマーク 作曲家
1932-1991 Lazlo Szendry Karper ラスロ・センドリー＝カルペル ハンガリー ギター奏者
1932-1996 Tera de Marez Oyens テラ・デ・マレツ・オイエンス オランダ 作曲家
1932-2002 Carey Blyton キャリー・ブライトン イギリス 作曲家 「ジャンゴ・ラインハルトの思
1932-2002 Ferdinand Weiss フェルディナンド・ワイス オーストリア 作曲家、ピアニスト
1932-2008 Aurel Stroe アウレル・ストロー ルーマニア 作曲家

1932-2018 Konrad Ragossnig コンラート・ラゴスニック オーストリア ギター奏者
「アンダルシアの風景」「日本
のセレナード」

1932- Jean Michel Defaye ジャン＝ミシェル・ドフェイ フランス 作曲家、ピアニスト
1932-2018 Héctor Angulo エクトール・アングロ キューバ 作曲家 「ヨルーバ族の歌」
1932- Per Nørgård ペア・ノアゴー デンマーク 作曲家 「イン・メモリー・オフ・・・」
1932- Lalo Schifrin ラロ・シフリン アルゼンチン 作曲家 「ギター協奏曲」
1933-1990 Siegfried Behrend ジークフリート・ベーレント ドイツ ギタリスト作曲家
1933-2002 Hirosi Hara 原博 日本 作曲家 「挽歌(1969)」
1933-2006 C. A. Pinto Fonseca C・A・ピント・フォンセカ ブラジル 作曲家

1933-2013 Akira Miyoshi 三善晃 日本 作曲家、「エピターズ」
「エピターズ」「プロターズ」「5
つの詩」

1933-2019 Miklos Kocsar ミクローシュ・コチャール ハンガリー 作曲家
1933-2020 Julian Bream ジュリアン・ブリーム イギリス ギタリスト
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1933- Leonardo Balada レオナルド・バラダ スペイン 作曲家
「アナロヒーアス（相似）」「ギ
ター協奏曲（固執）」

1933-2021 Anton Garcia Abril アントン・ガルシア・アブリル スペイン 作曲家
「ムデハル協奏曲」「アゲディ
アーノ協奏曲」

●

1933- Seóirse Bodley セオアーズ・ボドリー アイルランド 作曲家

1933- Easley Blackwood イーズリー・ブラックウッド アメリカ 作曲家
「15平均律のギターのため
の組曲」

1933- Loris Chobanian ロリス・チョバニアン イラク
作曲家、ギター/リュート教
師

1933-2021 R. Murray Schafer レーモンド・マリー・シェーファー カナダ 作曲家
1934-1996 Alan Ridout アラン・リドー イギリス 作曲家

1934-1997 Antonio Ruiz-Pipo アントニオ・ルイス＝ピポー スペイン 作曲家、ピアニスト
「歌と踊り」「アントニオ・カベ
ソン讃歌」「エスタンシアス」
「ギター協奏曲（タブラス）」

1934-1997 Zsolt Durkó ゾルト・デュルコ ハンガリー 作曲家
1934-2001 Hans-Georg Lotz ハンス・ゲオロク・ロッツ ドイツ 作曲家 「スリー・フェインズ」
1934-2002 Carlos Farinas カルロス・ファリニャス キューバ 作曲家 「悲しい歌」「前奏曲」
1934-2013 Rob du Bois ロブ・デュ・ボア オランダ 作曲家、ピアニスト
1934-2015 Claudio Prieto クラウディオ・プリエット スペイン 作曲家
1934-2016 Peter Maxwell Davies

ピーター・マックスウェル・デイ
ヴィス

イギリス 作曲家 「丘の呪文」「さらばストロム
1934-2019 Mario Davidovsky マリオ・ダヴィドフスキー アルゼンチン 作曲家
1934-2019 Herbert Chappell ハーバード・チャペル イギリス 作曲家 「ギター協奏曲（カリブ風）」
1934- Gustav Gunsenheimer グスタフ・グンセンハイマー ドイツ 作曲家
1934- Bryan Kelly ブライアン・ケリー イギリス 作曲家
1934- Teresa Procaccini テレサ・プロカッチーニ イタリア 作曲家
1934- Roger Reynolds ロジャー・レイノルズ アメリカ 作曲家
1934- Larry Sitsky ラリー・シツキー オーストリア 作曲家、ピアニスト
1934- Walter Steffens ウォルター・シュテフェンス ドイツ 作曲家
1934- Richard Wernick リチャード・ワーニック アメリカ 作曲家
1934- Masaaki Hayakawa 早川正昭 日本 作曲家 「3つの前奏曲」

1935-2009 Nicholas Maw ニコラス・モー イギリス 作曲家
「ミュージック・オヴ・メモ
リー」「小組曲」

1935-2014 Hara, Kazuko 原嘉寿子 日本 作曲家 「プレリュード、アリアとトッ
1935-2018 Bent Lorentzen ベント・ロレンツェン デンマーク 作曲家
1935- Helmut Lachenmann ヘルムート・ラッヘンマン ドイツ 作曲家

1935- Terry Riley テリー・ライリー アメリカ 作曲家
「エレトリック・カウンター・ポ
イント」

1935- Aulis Sallinen アウリス・サッリネン フィンランド 作曲家
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1935- Peter Schickele ピーター・シッケル アメリカ 作曲家
1935- Arvo Pärt アルヴォ・ベルト エストニア 作曲家 「フラットレス」
1935- Bruno Canino ブルーノ・カニーノ イタリア ピアニスト作曲家 「ア・ドゥエ」
1935- Kurt Schwertsik クルト・シュヴァーツィク オーストリア 作曲家
1936-1981 Cornelius Cardew コーネリアス・カーデュー イギリス 作曲家
1936-1998 Takekuni Hirayoshi 平吉毅州 日本 作曲家 「ギター協奏曲」
1936-2012 Richard Rodney Bennett リチャード・ロドニー・ベネット イギリス 作曲家（映画音楽） 「ギター協奏曲」
1936-2012 Éric Gaudibert エリック・ゴディベール スイス 作曲家
1936-2018 Friedhelm Döhl フリートヘルム・デール ドイツ 作曲家
1936- Jerzy Bauer イェジー・バウアー ポーランド 作曲家 「ギター協奏曲」
1936- Philippe Boesmans フィリップ・ブスマンズ ベルギー 作曲家
1936- Steve Reich スティーヴ・ライヒ アメリカ 作曲家
1936- Erich Urbanner エーリヒ・ウルバンナー オーストリア 作曲家
1937-1982 Manos Loïzos マノス・ロイゾス ギリシア 作曲家
1937-2000 Baden Powell バーデン・パウエル ブラジル ギタリスト作曲家
1937-2011 David Bedford デビッド・ベッドフォード イギリス 作曲家
1937-2012 Walter Hekster  ワルテル・ヘクステル オランダ 作曲家
1937-2013 Irma Ravinale イルマ・ラヴィナーレ イタリア 作曲家
1937- David Del Tredici デイヴィッド・デル・トレディチ アメリカ 作曲家

1937- Jean-Louis Petit ジーン・ルイス・ペティー フランス
作曲家、指揮者、オルガン
奏者

1937- Stavros Xarhakos スタヴロス・ザルハコス ギリシア 作曲家、指揮者
1937- Azio Corghi アツィオ・コルギ イタリア 作曲家 「和声と音階」
1938-2010 Jacques Hétu ジャック・エテュ カナダ 作曲家 「組曲Op.41」「ギター協奏
1938- Howard Blake ハワード・ブレイク イギリス

作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1938- William Bolcom ウィリアム・ボルコム アメリカ 作曲家、ピアニスト
1938- John Corigliano ジョン・コリリアーノ アメリカ 作曲家
1938- Paavo Heininen パーヴォ・ヘイニネン フィンランド 作曲家、ピアニスト
1938- Paul Chihara ポール・チハラ アメリカ 作曲家 ギター協奏曲」
1938- Lorenzo Palomo ロレンソ・パロモ スペイン 作曲家 「アンダルシア夜想曲」
1938- Richard Stoker リチャード・ストーカー イギリス 作曲家
1938- Yuji Takahashi 高橋悠治 日本 作曲家 「メタテーゼ II」
1938- Joan Tower ジョアン・タワー アメリカ

作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1938- Mason Williams メイソン・ウィリアムズ アメリカ ギター奏者作曲家
1938- Oscar Ghiglia オスカー・ギリア イタリア ギター奏者
1938- Charles Wuorinen チャールズ・ウォリネン アメリカ 作曲家 「ギター変奏曲」
1939-2012 Jonathan Harvey ジョナサン・ハーヴェイ イギリス 作曲家
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1939-2015 John McCabe ジョン・マケイブ イギリス 作曲家、ピアニスト 「ギターのためのカント（歌）」

1939- Leo Brouwer レオ・ブローウェル キューバ ギタリスト作曲家
「舞踏礼賛」「11月のある日」
「黒いデカメロン」「ギター協
奏曲第1～11番」

●

1939- Geraldo Ribeiro ジェラルド・リベイロ ブラジル ギタリスト作曲家
1939- Louis Andriessen ルイ・アンドリーセン オランダ 作曲家、ピアニスト 「トリプルム」
1939- Gian Paolo Chiti ジャン・パオロ・キーティ イタリア 作曲家、ピアニスト
1939- Barbara Kolb バーバラ・コルブ アメリカ 作曲家
1939- Daan Manneke ダーン・マンネケ オランダ 作曲家、オルガン奏者
1939- Marlos Nobre マルロス・ノブレ ブラジル 作曲家 「モメントス第1番」
1939- Heikki Sarmanto ヘイッキ・サルマント フィンランド 作曲家、ジャズピアニスト
1939- Ricardo Tacuchian リカルド・タクチアン ブラジル 作曲家、指揮者
1939- Milan Zelenka ミラン・ゼレンカ チェコ ギタリスト作曲家
1939- Barbara Polášek バーバラ・ポラセック チェコ 女流ギタリスト

1939- Edmar Fenicio エドマール・フェニシオ ブラジル ギタリスト作曲家
「夜のプレリュード」「フレー
ヴォ」「ロマンティックなワル

1940-1993 Frank Zappa フランク・ザッパ アメリカ 作曲家、ロックギタリスト
1940- Carlo Carfagna カーロ・カルファーニャ イタリア ギタリスト作曲家

1940- Bayan Northcott バヤン・ノースコット イギリス 作曲家
「ギターのためのファンタジ
アOp.3」

1940- Turibio Santos トゥリビオ・サントス ブラジル ギタリスト作曲家

1940- Ralph Towner ラルフ・タウナー アメリカ ギタリスト作曲家
「ギターのための組曲」「幸
せな旅立ち」「カミナータ」

1940- Teruyuki Noda 野田暉行 日本 作曲家
「インテルメッツォ」「アドリア
狂詩曲」「ギター協奏曲」

1941-2002 Erkki Salmenhaara エルッキ・サルメンハーラ フィンランド 作曲家
1941-2006 Pier Luigi Cimma ピエルルイージ・シッマ イタリア

ギター/リューティスト作曲
家

1941-2010 Geoffrey Burgon ジェフリー・バーゴン イギリス 作曲家
1941- Carlos Cruz de Castro カルロス・クルーズ・デ・カストロ スペイン 作曲家

1941- Angelo Gilardino アンジェロ・ジラルディーノ イタリア ギタリスト作曲家
「ギター・ソナタ第1、2番」「地
中海ソナタ」

1941- Haflidi Hallgrimsson ハブリジ・ハトルグリームソン アイスランド 作曲家
1941- Edith Lejet エディット・ルジェ フランス 作曲家
1941- Arturo Sacchetti アルトゥーロ・サケッティ イタリア 作曲家、オルガン奏者
1941- Miguel Angel Cherubito ミゲル・アンヘル・チェルビート アルゼンチン ギタリスト作曲家 「アルゼンチン組曲」

1941- John Williams ジョン・ウィリアムズ イギリス ギタリスト作曲家
「ハロー・フランシス」「フロ
ム・ア・バード」四部作
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1942-2011 Gentil Montana ヘンティル・モンターニャ コロンビア ギタリスト作曲家 「コロンビア組曲」「夜明け」
1942-2019 Sven-David Sandström

スヴェン=ダーヴィド・サンドスト
レム

スウェーデン 作曲家
1942- Philip Bračanin フィリップ・ブラカニン

オーストラリ
ア

作曲家
1942- Tomás Marco トマス・マルコ スペイン 作曲家 「タロット」
1942- John Purser ジョン・パーサー イギリス 作曲家

1943-2008 Gabriel Fernández Álvez
ガブリエル・フェルナンデス・ア
ルベス

スペイン 作曲家

1943-2010 José Antônio de Almeida Prado
ホセ・アントニオ・デ・アルメイダ・
プラド:

ブラジル 作曲家、ピアニスト 「6弦のためのリブロ」

1943-2012 Bruce MacCombie ブルース・マコンビー アメリカ 作曲家
1943- Ole Buck オレ・バック デンマーク 作曲家
1943- Ross Edwards ロス・エドワーズ オーストリア 作曲家 「ギター協奏曲（アラフラ・ダ
1943- Brian Ferneyhough ブライアン・ファーニホウ イギリス 作曲家 「短い影II」
1943- Anne Lauber アン・ローバー カナダ 作曲家、指揮者
1943- Daniel Börtz ダニエル・ベルツ スウェーデン 作曲家 「バラード」
1943- Mario Lavista マリオ・ラビスタ メキシコ 作曲家 「ナタラヤー」
1943- Mario Davidovsky マリオ・ダヴィドフスキー アルゼンチン 作曲家 「シンクロニズム第10番」
1943- Tania León タニア・レオン キューバ 作曲家、指揮者
1943- Robert Morris ロバート・モリス アメリカ 作曲家
1943- Joseph Schwantner ジョセフ・シュワントナー アメリカ 作曲家

1943- Shin’ichirō Ikebe 池辺晋一郎 日本 作曲家
「ギターは耐え、そして希望
しつづける」

1943- Haruna Miyake 三宅榛名 日本 作曲家 「ソネット」「日本のうた」
1943- Tadashi SASAKI 佐々木忠 日本 ギタリスト作曲家 「日本民謡の印象」
1943- Horacio Vaggione ホラシオ・ヴァギオーニ アルゼンチン 作曲家

1944-2008 Pehr Henrik Nordgren ペール・ヘンリク・ノルドグレン フィンランド 作曲家
「曖昧」「ギター協奏曲」「ギ
ター五重奏曲」

1944-2008 Steve Gray スティーヴ・グレイ イギリス ピアニスト作曲家 「ギター協奏曲」
1944-2013 John Tavener ジョン・タヴナー イギリス 作曲家
1944- Gilbert Biberian ギルバート・ビベリアン トルコ ギタリスト作曲家 ギター・ソナタ第1～4番」
1944- Carlos Barbosa-Lima カルロス・バルボサ=リマ ブラジル ギタリスト作曲家
1944- Terence Croucher テレンス・クロウチャー イギリス 作曲家
1944- Paul Lansky ポール・ランスキー アメリカ 作曲家
1944- Leif Segerstam レイフ・セーゲルスタム フィンランド 作曲家、指揮者
1944- Sebastião Tapajós セバスチャン・タパジョス ブラジル ギタリスト作曲家
1944- Mineo Yosida 吉田峰男 日本 ギタリスト作曲家
1945- Jerome de Bromhead ジェローム・ド・ブロムヘッド アイルランド ギタリスト作曲家
1945- Graciane Finzi グラシアーヌ・フインジ フランス 作曲家
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1945- James Fulkerson ジェームス・フルカーソン アメリカ 作曲家
1945- Peter Klatzow ペーター・クラツォウ 南アフリカ 作曲家、ピアニスト
1945- Luca Lombardi ルカ・ロンバルディ イタリア 作曲家
1945- Ingram Marshall イングラム・マーシャル アメリカ 作曲家

1945- Štěpán Rak シュテファン・ラック チェコ ギタリスト作曲家
「クレンビルの主題による変
奏曲」「ルネサンスへの誘

1945- Norio Fukushi. 福士則夫 日本 作曲家 「ソロギターのためのフォリ
1945- John Rutter ジョン・ラター イギリス 作曲家、指揮者
1946-1989 Kenneth Platts ケネス・プラッツ イギリス 作曲家
1946-2008 Dimitri Nicolau ディミトリ・ニコラ ギリシア 作曲家、指揮者
1946-2018 Ulrich Leyendecker ウルリヒ・レインデッカー ドイツ 作曲家 「真夜中の音楽」
1946- Flores Chaviano フローリーズ・チャヴィアノ キューバ ギタリスト作曲家、指揮者

1946- Ernesto Cordero
アーネスト・コルデロ（エルネス
ト・コンデーロ）

プエルトリコ ギタリスト作曲家
「3つの黒人のカンティガ」
「祝典協奏曲」

1946- Michael Finnissy マイケル・フィニスィー イギリス 作曲家、ピアニスト
1946- Colin Matthews コリン・マシューズ イギリス 作曲家
1946- Jane O'Leary ジェーン・オレアリー アメリカ 作曲家
1946- Giles Swayne ジャイルズ・スウェイン イギリス 作曲家
1946- Pēteris Vasks ペトリス・ヴァスクス ラトビア 作曲家 「孤独のソナタ」
1947-2014 Paco de Lucia パコ・デ・ルシア スペイン フラメンコギター奏者

1947- Carlo Domeniconi カルロ・ドメニコーニ イタリア ギタリスト作曲家
「コユンババ」「ジミ・ヘンド
リック讃歌」「地中海協奏曲」

1947- Jean-Yves Bosseur ジャン＝イヴ・ボッスール フランス 作曲家

1947- Egberto Gismonti エグベルト・ジスモンチ ブラジル ギタリスト作曲家
「変奏曲～ウェーベルンの思
い出」「セントラル・ギター」

1947- Peter Michael Hamel ペーター・ミヒャエル・ハーメル ドイツ 作曲家
1947- Tristan Murail トリスタン・ミュライユ フランス 作曲家
1947- Howard Skempton ハワード・スケンプトン イギリス 作曲家、ピアニスト
1947- Hilary Tann ヒラリー・タン イギリス 作曲家

1947-  Frederic Hand フレデリック・ハンド アメリカ ギタリスト作曲家
「レイト・ワン・ナイト」「トリオ
ロジー」

1947- Julio Cesar Oliva ジュリオ・セザー・オリバ  メキシコ ギタリスト作曲家 コンシエルト・デル・アモーレ
1947- Jo Kondo 近藤譲 日本 作曲家 「カラミンサ」
1947- Kubo, Mayako 久保摩耶子 日本 作曲家 「イザナミの涙」
1947- Tokuhide Niimi 新実徳英 日本 作曲家 「メロスII」
1947- Roger Craig Vogel ロジャー・C・ヴォーゲル アメリカ 作曲家
1948-1983 Claude Vivier クロード・ヴィヴィエ カナダ 作曲家
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1948- Michael Berkeley マイケル・バークレー イギリス 作曲家

1948- Michael Dalmau Colina マイケル・ダルマウ・コリーナ アメリカ 作曲家
「ギター協奏曲 「ゴイェス
カーナa」」

1948- Juan Falú フアン・ファルー アルゼンチン ギタリスト作曲家
1948- Jim Ferguson ジム・ファーガスン アメリカ ギタリスト作曲家
1948- Mikko Heiniö ミッコ・ヘイニオ フィンランド 作曲家
1948- Andrew Lloyd Webber アンドルー・ロイド・ウェバー イギリス 作曲家
1948- Edward McGuire エドワード・マグガイア イギリス 作曲家
1948- Ronaldo Miranda ロナウド・ミランダ ブラジル 作曲家
1948- Bagher Moazen バーゲル・モーゼン イラン ギタリスト作曲家
1948- Claude Engel クロード・エンゲル フランス ギタリスト作曲家 「鳥と夕暮れ」
1948- Carlos Franzetti カルロス・フランツェッティ アルゼンチン 作曲家 「プラタの協奏曲」
1948- Jukka Tiensuu ユッカ・ティエンスー フィンランド 作曲家、ピアニスト
1948- Jeanne Zaidel-Rudolph ジャンヌ・ザイドル=ルドルフ 南アフリカ 作曲家、ピアニスト
1948- Gerardo Tamez ジェラルド・タメス アメリカ 作曲家 「コンシエルト・サン・エンジェ

1948- Michio Kitazume 北爪道夫 日本 作曲家
「青い宇宙の庭」「青い宇宙
の庭III」

1949-1983 Claude Vivier クロード・ヴィヴィエ カナダ 作曲家 「ギターのために」
1949-2014 Stephen Paulus ステファン・パウルス アメリカ 作曲家
1949-2019 Christopher Rouse クリストファー・ラウズ（ロウズ） アメリカ 作曲家 「ガウディの協奏曲」
1949- Carlos Bonell カルロス・ボーネル イギリス ギタリスト作曲家
1949- Kalevi Aho カレヴィ・アホ フィンランド 作曲家
1949- Jorge Cardoso ホルヘ・カルドーソ アルゼンチン ギタリスト作曲家、医者
1949- Gerald García ジェラルド・ガルシア イギリス ギタリスト作曲家 「ロルカ協奏曲」
1949- Jean Marie Raymond ジャン＝マリー・レーモン フランス ギタリスト作曲家
1949- Alan Lawrence アラン・ローレンス イギリス ギタリスト作曲家
1949- Barry Mills バリー・ミルズ イギリス 作曲家 ギター協奏曲「キャロランの

1949- Poul Ruders ポウル・ルーザス デンマーク 作曲家
「パガニーニ変奏曲（」「内輪
の音楽」「サルモティーズ組

1949- Judith Shatin ジュディス・シャティン アメリカ 作曲家 「ドリーム・タイガー」
1949- Vladimir Tošić ウラジーミル・トシッチ セルビア 作曲家
1949- Manfred Trojahn マンフレート・トロヤーン ドイツ 作曲家、フルート奏者
1949- Kevin Volans ケヴィン・ヴォランズ 南アフリカ 作曲家
1949- Jorge Cardoso ホルヘ・カルドーソ アルゼンチン ギタリスト作曲家 「南アフリカ民謡組曲」
1949- Harald Weiss ハラルド・ワイス ドイツ 作曲家
1949- Harri Kristian Wessman

ハッリ・クリスチャン・ヴェッスマ
ン

フィンランド 作曲家
1950-1992 Stephen Oliver ステファン・オリバー イギリス 作曲家
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1950-2017 Hidemi ishida 石田秀実 日本 作曲家 「記憶されるものなしの記

1950- Paulo Bellinati パウロ・ベリナティ ブラジル ギタリスト作曲家
「カボクロ協奏曲」「ジョンゴ」
「モジャーナ」「サンパウロの
吟遊詩人」

1950- Nils Vigeland ニルス・ヴィーゲラン アメリカ 作曲家 「ラ・フォリア・ヴァリアント」
1950- James Dillon ジェイムズ・ディロン イギリス 作曲家 「ジュランデド・ミラーズ」
1950- Andrew Downes アンドリュー・ダウンズ イギリス 作曲家
1950- Libby Larsen リビー・ラーセン アメリカ 作曲家 「アーガイル・スケッチ」
1950- Marco Pereira マルコ・ベレイラ ブラジル ギタリスト作曲家 「嘆き～ラメント」
1950- Arnaud Dumond アーノード・デュモンド フランス ギタリスト作曲家 「ラヴェル賛歌のように」
1950- Alan Schmitz アラン・シュミッツ アメリカ 作曲家 「9つのコンポジション」
1950- John Anthony Lennon ジョン・アンソニー・レノン アメリカ 作曲家 「ジンガリ」

1950- Jun-ichi Nihashi 二橋潤一 日本 作曲家
「5つのノスタルジー」「ギター
のためのパヴァーヌ」「ギ

1951- Michael Blake マイケル・ブレイク 南アフリカ 作曲家
1951- John Buckley ジョン・バックリー アイルランド 作曲家
1951- Howard J. Buss ハワード・J・バス アメリカ 作曲家

1951- Francis Kleynjans フランシス・クレンジャンス フランス ギタリスト作曲家
「最期の日の夜明けに」「2つ
のワルツ」「荒城の月の主題
による・・・」「ギター協奏曲第

●

1951- Horacio Salinas ホラシオ・サリナス チリ ギタリスト作曲家 「異邦人の踊り」
1951- Richard Emsley リチャード・エムスリー イギリス 作曲家
1951- Eero Hämeenniemi エーロ・ハメーンニエミ フィンランド 作曲家
1951- Bryan Johanson ブライアン・ヨハンソ アメリカ ギタリスト作曲家
1951- Lois V. Vierk ロイス・V・バーク アメリカ 作曲家

1951- Larry Cooperman ラリー・クーパ－マン アメリカ ギタリスト作曲家
「ウォーキング・オン・ザ・
ウォーター」

1951- Denis Gougeon デニス・グージョン カナダ 作曲家 「ラメント・スケルツォ」
1951- Craig Russell クレイグ・ラッセル アメリカ 作曲家 「ロマンティック協奏曲」
1951- Marcela Rodríguez マルセラ・ロドリゲス メキシコ 作曲家 ギター協奏曲
1951- John Whitworth ジョン・ウィットワース アメリカ 作曲家
1952-1999 Yamada, Izumi 山田泉 日本 作曲家 「細やかな記憶II」

1952- Sergio Assad セルジオ・アサド ブラジル ギタリスト作曲家
「アクアレル」「ソナタ」「ジョビ
ニアーナ第3番」「幻想協奏

1952- Simon Bainbridge サイモン・ベインブリッジ イギリス 作曲家
1952- Hans Gefors ハンス・ゲフォーシュ スウェーデン 作曲家
1952- Halvor Haug ハルボル・ハウグ ノルウェー 作曲家 「ギター・コンチェルティーノ」
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1952- Kaija Saariaho カイヤ・サーリアホ フィンランド 作曲家
1952- José Luis Turina ホセ・ルイス・トゥリーナ スペイン 作曲家

1952- Evgeny Anatolyevich Baev
エフゲニー・アナトーリエヴィチ・
パーエフ

ロシア 作曲家 「ギター・ソナタ第1番」

1952- Sakamoto Ryūichi 坂本龍一 日本 作曲家 「プレリュード」
1952- Param Vir パラム・ヴィール インド 作曲家
1953-2006 Patrick Cardy パトリック・カーディ カナダ 作曲家 「サンスーシー」
1953-2021 Marcin Błażewicz マルシン・ブワジェヴィチ ポーランド 作曲家 ギター協奏曲
1953- José Luis Greco ホセ・ルイス・グレコ スペイン 作曲家
1953- Ben Bridges ベン・ブリッジ アメリカ 作曲家
1953- Daniel Asia ダニエル・アジア アメリカ 作曲家
1953- Violeta Dinescu ヴィオレッタ・ディネスク ルーマニア 作曲家、ピアニスト
1953- René Eespere レネ・エースペレ エストニア 作曲家 ギター協奏曲
1953- David Leisner デイビット・レイズナー アメリカ ギタリスト作曲家
1953- Peter Scott Lewis ピーター・スコット・ルイス アメリカ 作曲家
1953- Celso Machado チェルソ・マチャード ブラジル ギタリスト作曲家
1953- Gui Mallon ギー・マローン ブラジル 作曲家
1953- Kai Nieminen カイ・ニエミネン フィンランド 作曲家
1953- Juan Manuel Cortés フアン・マヌエル・コルテス スペイン 作曲家 「ギター協奏曲BER」
1953- Richard Harvey リチャード・ハーヴィ イギリス 作曲家 「古風な協奏曲」
1953- Gloria Villanueva グロリア・ビリャヌエバ スペイン 作曲家 ギター協奏曲

1953- Christopher Norton クリストファー・ノートン
ニュージーラ

ンド
作曲家、ピアニスト

1953- Peter Oberg ピーター・オバーグ アメリカ ギタリスト作曲家
1953- Åke Parmerud アク・パルメラド スウェーデン 作曲家
1953- Robert Saxton ロバート・サクストン イギリス 作曲家
1953- Roberto Sierra ロベルト・シエラ プエルトリコ 作曲家 「バロック協奏曲」「トリプティ
1953- Roger Steptoe ロジャー・ステップトー イギリス 作曲家、ピアニスト
1953- Jaime Mirtenbaum Zenamon

ハイメ・ミルテンバウム・ゼナモ
ン

ボルビア ギタリスト作曲家
1953- Wayne Siegel ウェイン・シーゲル アメリカ 作曲家 ター協奏曲 「シャコンヌ」

1953- Akira Nishimura 西村朗 日本 作曲家
「玉響」「ギター協奏曲（天女
散花）」

1953- Takashi Yoshimatsu 吉松隆 日本 作曲家
「リトマス・ディスタンス」「優
しき玩具」「風色ベクトル」「ギ
ター協奏曲（天馬効果）」

1953- Ichiro Nodaira 野平一郎 日本 作曲家
「アラベスク第4番」「星たち
のタンゴ」

1953- Kazumi Watanabe 渡辺香津美 日本 ギタリスト作曲家 「アストラル・フレイクス」
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1954-2011 Eugenio Toussaint エウジェニオ・トゥーサン  メキシコ 作曲家 ギター協奏曲
1954- Robert Beaser ロバート・ビーザー アメリカ 作曲家 ギター協奏曲
1954- Máté Hollós マーテー・ホローシュ ハンガリー 作曲家 「双子座のギター」
1954- Phillip Houghton フィリップ・ホートン

オーストラリ
ア

ギタリスト作曲家 「ステレ」
1954- Alois Broder アロイス・ブレーダー ドイツ 作曲家 「エルデフェルネ」

1954- German Cáceres ヘルマン・カセレス
エルサルバド

ル
作曲家

1954- Stephen Jaffe ステファン・ジャフィ アメリカ 作曲家
1954- Eduardo Angulo エドゥアルド・アングロ スペイン 作曲家 ギター協奏曲第1、2番」
1954- Joseph-François Kremer ジョゼフ・フランソワ・クレマー フランス

作曲家、指揮者、チェロ奏
者

1954- Chiel Meijering キエル・マイエリング オランダ 作曲家
1954- Arturo Rodas アルトゥーロ・ロダス エクアドル 作曲家
1954- Luis Guillermo Perez ベネズエラ 作曲家
1954- Sylvie Bodorova シルヴィー・ボドロヴァー チェコ 作曲家 「夏の協奏曲」
1954- Shingo Fujii 藤井真吾 日本 作曲家 「天使の交響曲」

1955-2016 Roland Dyens ローラン・ディアンス チュニジア ギタリスト作曲家
「タンゴ・アン・スカイ」「リブ
ラ・ソナチネ」「シの協奏曲」
「メティスの協奏曲」

1955- Dusan Bogdanovic ドゥシャン・ボグダノビッチ セルビア ギタリスト作曲家
「ジャズ・ソナチネ」「4つの内
なる小品」「ラテン風変奏曲」
「ギター協奏曲」

1955- Sergei Rudnev セルゲイ・ルドネフ ロシア ギタリスト作曲家 「古い菩提樹」
1955- Alfonso Montes アルフォンソ・モンテス  ベネズエラ ギタリスト作曲家 「別れのプレリュード」「ミロン
1955- Michael Denhoff マイケル・デンホフ ドイツ 作曲家、チェロ奏者

1955- Susanne Erding-Swiridoff
ズザンネ・エルディング＝スヴィ
リドフ

ドイツ 作曲家

1955- David A. Jaffe デイビット・A・ジャフィ アメリカ 作曲家
1955- Olli Kortekangas オッリ・コルテカンガス フィンランド 作曲家
1955- Jukka Linkola ユッカ・リンコラ フィンランド 作曲家、ピアニスト
1955- Diego Luzuriaga ディエゴ・ルズリアーガ エクアドル 作曲家
1955- Peeter Vahi ベーテル・ヴァヒ エストニア 作曲家 「月の女神の踊り」

1955- Kenneth Young ケネス・ヤング
ニュージーラ

ンド
作曲家、指揮者

1955- Nuccio D`Angelo ヌッチオ・ダンジェロ イタリア ギタリスト作曲家 「2つのリディア調の歌」

1955- Toshio Hosokawa 細川俊夫 日本 作曲家
「セレナーデ」「目覚め～旅
IX」「恋歌」

1955- Minami, Satoshi 南聰 日本 作曲家 「2つの間奏曲」「コスチュー
1956- Benet Casablancas ベネト・カサブランカス スペイン 作曲家
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1956- Sally Beamish サリー・ビーミッシュ イギリス 作曲家、バイオリン奏者
1956- Samuel Zyman サミュエル・ジーマン メキシコ 作曲家 ギター協奏曲
1956- Anthony Glise アンソニー・グライズ アメリカ ギタリスト作曲家
1956- Jouni Kaipainen ヨウニ・カイパイネン フィンランド 作曲家 「テネブレOp.39」

1956- Eduardo Martin エドゥワルド・マルティン キューバ ギタリスト作曲家
「デ・ラ・ルンバ・ソン」「アクリ
リコス・エン・エル・アスファル

1956- Nikita Koshkin ニキータ・コシュキン ロシア ギタリスト作曲家
「ベルゲン協奏曲」「アッ
シャー・ワルツ」「マスカレー
ド第1，2番」「王子のおも

1956- Keigo FUJII 藤井敬吾 日本 ギタリスト作曲家
「羽衣伝説」「アストロナム協
奏曲」「地中海協奏曲」

1956- Akemi Naito 内藤明美 日本 作曲家 「シークレット・ソング」
1956- Steven Mackey スティーヴン・マッケイ アメリカ ギタリスト作曲家 「トゥルバドゥールの歌」
1956- Michael Starobin マイケル・スタロビン アメリカ 作曲家

1956- Rex Willis レックス・ウィリス アメリカ 作曲家
「海のセレナーデ」「ブルノの
バラード」

1957-2000 Gerhard Schedl ゲルハルト・シェドル オーストリア 作曲家
1957- Miguel del Aguila ミゲル・デル・アギラ ウルグアイ 作曲家
1957- Humberto Bruni Lamanna ウンベルト・ブルーニ・ラマーナ ベネズエラ ギタリスト作曲家
1957- Elena Kats-Chernin エレナ・カッツ=チェルニン

オーストラリ
ア

作曲家、ピアニスト
1957- Oliver Kohlenberg オリヴァー・コーレンベルク フィンランド 作曲家
1957- Dang Ngoc Long ダング・ゴク・ロング ベトナム ギタリスト作曲家
1957- Luigi Mosca ルイジ・モスカ イタリア 作曲家

1957- Maximo Diego Pujol マキシモ・ディエゴ・プホール アルゼンチン ギタリスト作曲家
「5つの前奏曲」「あるタン
ゲーロの死に寄せる哀歌」
「ギターソナチネ」

●

1957- Franco Cavallone フランコ・カヴァローネ イタリア ギタリスト作曲家 「ギターソナタ第1～4番」
1957- Ferenc Snetberger フェレンツ・シュネートベルガー  ハンガリー ジャズギタリスト作曲家 ギター協奏曲
1957- Axel Ruof アクセル・ルオッフ ドイツ 作曲家 「ギター協奏曲」
1957- Olivier Chassain オリヴィエ・シャッサン フランス ギタリスト作曲家 「From Keremma」
1957- Gabriele Manca ガブリエレ・マンカ イタリア 作曲家 「In Flagranti」
1957- Thomas Daniel Schlee トーマス・ダニエル・シュレー オーストリア 作曲家、オルガン奏者
1957- Gary Schneider ゲイリー・シュナイダー アメリカ 作曲家
1957- Jorge Ritter ホルヘ・リッター メキシコ 作曲家
1957- Tan Dun 譚盾（タン・ドゥン） 中国 作曲家 「ギター協奏曲（Yi2）」
1957- Melinda Wagner メリンダ・ワグナー アメリカ 作曲家
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1958- Andrew York アンドリュー・ヨーク アメリカ ギタリスト作曲家
「サンバースト」「ララバイ」
「リフレクションズ」

1958- Viktor Kozlov ヴィクトル・コズロフ ロシア ギタリスト作曲家
「美しきエレーナのためのバ
ラード」

1958- Jacobo Durán-Loriga ヤコブ・ドゥラン＝ロリガ スペイン 作曲家
1958- Kimmo Hakola キモ・ハコラ フィンランド 作曲家 「ギター協奏曲」
1958- Nigel Westlake ナイジェル・ウェストレイク

オーストラリ
ア

作曲家 「アンタークティカ」
1958- Annette Kruisbrink アネット・クロスブリンク オランダ ギタリスト作曲家
1958- James Lentini ジェームス・レンティーニ アメリカ ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」
1958- Magnus Lindberg マグヌス・リンドベルイ フィンランド 作曲家、ピアニスト 「マノ・ア・マノ」
1958- Carlos Moscardini カルロス・モスカルディーニ アルゼンチン ギタリスト作曲家
1958- Esa-Pekka Salonen エサ＝ペッカ・サロネン フィンランド 作曲家、指揮者
1958- Bent Sørensen ベント・ソアンセン デンマーク 作曲家 「メランコリー・ダンス」
1958- Frank Lee Sprague フランク・リー・スプレイグ アメリカ ギタリスト作曲家
1958- Colin Tommis コリン・トミス イギリス ギタリスト作曲家
1958- Errollyn Wallen エロリン・ウォーレン イギリス 作曲家
1958- Mark Francis マーク・フランシス アメリカ 作曲家 ギター協奏曲 「夢に真実あ

1958- Ray Guerra レイ・ゲーラ キューバ ギタリスト作曲家
「そのあくる日」「2人の友」「5
つのプレリュード」

1959- Salvador Brotons サルバドール・ブロトンス スペイン 作曲家 ギター協奏曲「我らの海」
1959- Richard Barrett リチャード・バーレット イギリス 作曲家
1959- Feliu Gasull フェリュー・ガスイ スペイン ギタリスト作曲家 「恋するカリフ」
1959- Mark Delpriora マーク・デルリオーラ アメリカ ギタリスト作曲家
1959- Uroš Dojčinović ウロシュ・ドイチノヴイッチ セルビア ギタリスト作曲家
1959- Adina Izarra アディーナ・イサーラ ベネズエラ 作曲家
1959- Shigeru Kan-no 菅野茂 日本 作曲家 「Knock and Glissando」
1959- Andrei Krylov アンドレイ・クリロフ ロシア ギタリスト作曲家
1959- Luis Manuel Molina ルイス・マニュエル・モリーナ キューバ ギタリスト作曲家
1959- Maurizio Colonna マウリツィオ・コロンナ イタリア ギタリスト作曲家 「6つの地中海の歌」
1959- Matthew Dunne マシュー・ダン アメリカ ギタリスト作曲家 「アバラチアの夏」
1959- coba 小林靖宏 日本 アコーディオニスト 「ギター協奏曲」
1960- Dmitri Capyrin ドミトリー・カピリン ロシア 作曲家
1960- Sidney Corbett シドニー・コーベット アメリカ 作曲家
1960- Detlev Glanert デトレフ・グラナート ドイツ 作曲家
1960- Georg Hajdu ゲオルグ・ハイデュ ドイツ 作曲家
1960- Aaron Jay Kernis アーロン・ジェイ・カーニス アメリカ 作曲家 「パルティータ」
1960- Quique Sinesi キケ・シネシ アルゼンチン ギタリスト作曲家 「澄み切った空」「コトラマレ
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1960- Shaun Rigney ショーン・リグニー

オーストラリ
ア

作曲家 「ラピス・ラズリ」
1960- Jose Manuel Lezcano ホセ・マヌエル・レスカーノ キューバ ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」
1960- Andrew Waggone アンドリュー・ワゴナー アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲」
1960- Kermit Poling カーミット・ポリング アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲」

1960- Anthony Ritchie アンソニー・リッチー
ニュージーラ

ンド
作曲家

1960- Alexander Shchetynsky オレクサンドル・シェチンスキー ウクライナ 作曲家
1960- Toshirou Saruya 猿谷紀朗 日本 作曲家 「未来の記憶」「音の風韻」
1961- Markus Fagerudd マルクス・ファーゲルド フィンランド 作曲家
1961- Leon Koudelak レオン・クーデラク チェコ ギタリスト作曲家
1961- Lowell Liebermann ローウェル・リーバーマン アメリカ

作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1961- Peter Machajdík ペテル・マハイジック スロベニア 作曲家
1961- Ricardo Moyano リカルド・モヤーノ アルゼンチン ギタリスト作曲家
1961- Remilson Nery レミルソン・ネリー ブラジル 作曲家
1961- Laurence Crane ローレンス・クレーン イギリス 作曲家 「スパーリング」
1961- Raffaele Bellafronte ラファエレ・ベッラフロンテ イタリア 作曲家 「フォー・ファイブ」

1961- Febian Reza Pane フェビアン・レザ・パネ
日本/インドネ

シア
ピアニスト作曲家 「織りなす魔法の踊り」

1961- Helmut Oehring ヘルムート・エーリンク ドイツ 作曲家
1961- Pavel Steidl パヴェル・シュタイドル チェコ ギタリスト作曲家
1961- Martin Herchenröder マルティン・ヘルヒェンレーダー ドイツ 作曲家 「2つのギターのための協奏
1962- Ricardo Llirca リカルド・リョルカ スペイン 作曲家 「イタリア協奏曲」
1962- William Anderson ウィリアム・アンダーソン アメリカ ギタリスト作曲家
1962- József Eötvös ヨジェフ・エトヴェシュ ハンガリー ギタリスト作曲家
1962- Gareth Koch ガレス・コック オーストリア ギタリスト作曲家
1962- Fredrik Sixten フレドリック・シクステン スウェーデン 作曲家、オルガン奏者
1962- Andersen Viana アンダーセン・ヴィア ブラジル 作曲家
1962- Leonardo Coral レオナルド・コラル メキシコ 作曲家 「ギター協奏曲」
1962- Haruyuki Suzuki 鈴木治行 日本 作曲家 「反復の技法」
1963- Philip Cashian フィリップ・キャシアン イギリス 作曲家

1963- Graham Fitkin グラハム・フィットキン イギリス
作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1963- Michael Nicolella マイケル・ニコレラ アメリカ ギタリスト作曲家
1963- Nick Peros ニック・ペロス カナダ 作曲家

1963- Hebert Vazquet エベルト・バスケス メキシコ 作曲家
「ギター・ソナタ第1，2番」「ギ
ター協奏曲生命の樹」
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1963- Keiko Fujiie 藤家渓子 日本 作曲家

「ギター・ソナタ第1番青い
空」「ゴンドラの櫂の歌」「三
つの詩」「ギター協奏曲第1，
2番」

1963- Noriko Hisada 久田典子 日本 作曲家 「ファイズ」
1964- David del Puerto ダビド・デル・プエルト スペイン 作曲家
1964- Sveinn Eythorsson スヴェイン・Eythorsson アイスランド ギタリスト作曲家
1964- Stephen Goss スティ－ヴン・ゴス イギリス ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」
1964- Yorgos Foudoulis スヴェイン・ファルドゥーリス ギリシア ギタリスト作曲家
1964- Brian Head ブライアン・ヘッド アメリカ ギタリスト作曲家 「友人へのスケッチ」
1964- John Metcalfe ジョン・メトカーフ イギリス 作曲家、バイオリン奏者
1964- Apostolos Paraskevas アポストロス・パラスケヴァス ギリシア ギタリスト作曲家
1964- Osmo Tapio Räihälä オスモ・タピオ・ライハラ フィンランド 作曲家
1964- Annette Schlünz アンネッテ・シュルンツ ドイツ 作曲家

1964- Matthew Taylor マシュー・テイラー イギリス 作曲家
「ギターのための幻想曲 Op.
47」

1964- Augusta Read Thomas オーガスタ・リード・トマス アメリカ 作曲家
1964- Rikuya Terashima 寺島陸也 日本 作曲家 「エピローグ第1番」
1965- Jesús Torres ヘスス・トレス スペイン 作曲家

1965- Joaquín Clerch ホアキン・クレルチ キューバ ギタリスト作曲家 「イェルマ」「カセレス協奏曲」

1965- Benjamin Dwyer ベンジャミン・ドワイヤー アイルランド ギタリスト作曲家
1965- Jonathan Dawe ジョナサン・ダウ アメリカ 作曲家 「サイレン」
1965- Gordon McPherson ゴードン・マクファーソン イギリス 作曲家
1965- Wolfgang Muthspiel ウォルフガング・ムースピール オーストリア ジャズギター奏者
1965- Veli-Matti Puumala ヴェリ＝マッティ・プーマラ フィンランド 作曲家
1965- Juan Trigos ファン・トリゴス メキシコ 作曲家 「ギター協奏曲」

1965- Kohei Kondo 近藤浩平 日本 作曲家
「ギター協奏曲（旅するギ
ター）」「コルドバへの道」

1965- Atsuhiko Gondai 権代敦彦 日本 作曲家 「ひびきわたる孤独」
1965- Hitomi Kaneko 金子仁美 日本 作曲家 「フェリシタシオン」
1966-2016 Hirokazu Sato 佐藤弘和 日本 ギタリスト作曲家 「素朴な歌」

1966- Roberto Carnevale ロベルト・カーネベル イタリア
作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1966- Juan Manuel Canizares フアン・マヌエル・カニサレス スペイン フラメンコギタリスト作曲家

1967- Marc López Godoy マルク・ロペス・ゴドイ スペイン 作曲家
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1967- Julian Anderson ジュリアン・アンダーソン イギリス 作曲家
1967- Deirdre Gribbin デアーダー・グリビン アイルランド 作曲家

1967- Olli Mustonen オッリ・ムストネン フィンランド
作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1967- Leonardo Bravo レオナルド・フラーボ アルゼンチン ギタリスト作曲家 「5つの小品」

1967- Vicente Amigo ビセンテ・アミーゴ スペイン フラメンコギタリスト作曲家

1968- Eduardo Soutullo エドゥアルド・ソウトゥーリョ スペイン 作曲家
1968- Juan Manuel Ruiz フアン・マヌエル・ルイス スペイン 作曲家
1968- Isaji Sunao 伊佐治直 日本 作曲家 「熱帯伯爵」
1968- Makiko Nishikaze 西風満紀子 日本 作曲家 「サン・ミッシェルの庭」
1968- Anthony Paul De Ritis アンソニー・ポール・デ・リティ アメリカ 作曲家 「ポップ協奏曲」
1969- Eduardo Morales-Caso エドゥアルド・モラレス＝カソ スペイン 作曲家
1969- Ciarán Farrell キアラン・ファレル アイルランド 作曲家
1969- Behzad Mirkhani ベーザド・ミリカニ ペルシャ ギタリスト作曲家
1969- Eldad Tsabary エルダド ・トサバリー イスラエル 作曲家
1969- Mochizuki Misato 望月京 日本 作曲家 「ネクスト・ストップ」
1970- Graziella Concas グラチエラ・コンカス イタリア 作曲家、ピアニスト
1970- Andreas Paolo Perger アンドレアス・パオロ・ペルガー オーストリア ギタリスト作曲家
1970- Carlos Rafael Rivera カルロス・ラファエル・リベラ アメリカ 作曲家 「舞踏の旋回」
1970- Jarmo Saari ヤルモ・サーリ フィンランド ギタリスト作曲家

1970- Atanas Ourkouzounov アタナス・ウルクズノフ ブルガリア ギタリスト作曲家
「民謡による変奏曲」「4つの
神話」

1970- Simone Iannarelli シモーネ・イアンナネッリ イタリア ギタリスト作曲家 「イタリアン・コーヒー」
1970- Ssu-Yu Huang 黄思瑜（ホアン・スーユー） 台湾 作曲家 「ギター協奏曲」
1971-2007 Manuel Millan de las Heras スペイン ギタリスト作曲家

1971- Lior Navok リオル・ナヴォク イスラエル
作曲家、指揮者、ピアニス
ト

1971- Marco Oppedisano マルコ・オッぺディサーノ アメリカ ギタリスト作曲家
1971- Joby Talbot ジョビー・タルボット イギリス 作曲家
1972- Octavio Vazquez オクタヴィオ・バスケス スペイン 作曲家
1972- Sebastian Fagerlund セバスチャン・ファーゲルルンド フィンランド 作曲家
1972- Aki Yli-Salomaki アキ・ユリ＝サロマキ フィンランド 作曲家 「オドタ」
1972- Sebastian Fagerlund セバスチャン・ファーゲルルンド  フィンランド 作曲家 ギター協奏曲 「通過」
1972- YAMADA Hiroki 山田浩貴 日本 作曲家 「ギター協奏曲」
1973- Róbert Gulya ロベルト・グルヤ ハンガリー 作曲家
1973- Olli Virtaperko オッリ・ヴィルタペルコ フィンランド 作曲家
1973- Jonathan Leshnof ジョナサン・レシュノフ アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲」
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1973- Patricio da Silva パトリシオ・ダ・シルバ ポルトガル 作曲家 「ギター協奏曲」
1975- Judah E. Adashi ユダ・E・アダシ イスラエル 作曲家 「瞑想曲」
1975- Salim Dada サリム・ダダ アルジェリア 作曲家
1975- Tsuboi Ippo 壺井一歩 日本 作曲家 「ある詩人の帰帆」
1976- Evan Hirschelman エヴァン・ハーシェルマン アメリカ ギタリスト作曲家
1976- Tomi Räisänen トミ・ライサネン フィンランド 作曲家

1976- Ariel Asselborn アリエル・アッセルボーン アルゼンチン ギタリスト作曲家 「老いた賢者、風の道」

1976- 武本英之 Hide Takemoto 日本 ギタリスト作曲家 ギター協奏曲「祇園」
1977- David Flynn デイビット・フリン アイルランド 作曲家

1977- Boris Gaquere ボリス・ガケール ベルギー ギタリスト作曲家
「チェックメイト」「オブリガー
ド」「旅」

1977- Adam Vilagi アダム・ヴィラギ フィンランド 作曲家
「脅かされる暗殺者（The
Threatened Assassin）」

1977- Paavo Korpijaakko パーヴォ・コルピヤーコ フィンランド 作曲家 「ギター・ソナタ：キンバリー」

1977- Carlos Pavan カルロス・パバン アルゼンチン ギタリスト作曲家
1977- Daniel Morgade ダニエル・モルゲード ウルグアイ ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」
1977- Luis Perez Valero ベネズエラ 作曲家 「ギター協奏曲」
1977- Dai Fujikura 藤倉大 日本 作曲家 「Sparks」

1978- Laura Vega ラウラ・ヴェガ スペイン 作曲家
「木を植えた人（El hombre
que plantaba árboles）」

1978- Clarice Assad クラリス・アサド ブラジル 作曲家 「ギター協奏曲」
1978- Kenichi Nishizawa 西澤健一 日本 作曲家 「ギター・ソナタ第1番」

1979- Dan Cosley ダン・コスリー アメリカ
ギタリスト作曲家、京都在
住

1979- Sampo Haapamäki サンポ・ハーパマキ フィンランド 作曲家
1979- Constantine Caravassilis コンスタンティン・カラヴァシリス カナダ 作曲家 「ギター協奏曲」
1980- Marek Pasieczny マレク・パシェツニ ポーランド ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」
1981- Richard Zarou リチャード・ザルー アメリカ 作曲家
1981- Jarkko Hartikainen ヤルッコ・ハルティカイネン フィンランド 作曲家 「アローン（alone）」

1981- Joseph Atkins ジョゼフ・アントニス イギリス 作曲家
「インディアンの夏（Indian
Summer）」

1981- Jakub Ciupinski ヤクブ・チュピンスキー ポーランド 作曲家 「ギター協奏曲」
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1982- Charlotte Bray シャーロット・ブレイ イギリス 作曲家
「パッシング・シャドウズ
（Passing Shadows）」

1984- George N. Gianopoulos ジョージ.N.ジャノプロス アメリカ 作曲家 City Vignettes
1984- Maciej Staszewski マチェイ・スタシェフスキ ポーランド 作曲家 「ギター協奏曲」
1986- Brett Vachon ブレット・バホン カナダ 作曲家 「ギター協奏曲」
1987- Michael Gilbertson マイケル・ジルバートソン アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲」

1988- Sauli Zinovjev サウリ・ジノヴィエフ フィンランド 作曲家 「エレジエッタ（Élégietta）」

1990- Hilary Purrington ヒラリー・パリントン アメリカ 作曲家 「ギター協奏曲」
1995- Giacomo Susani ジャコモ・スザーニ イタリア ギタリスト作曲家 「ギター協奏曲」

注1：生年の記号
fl.(Floruit): 活躍期
c.(circa): およそ、約～年頃

注2：時代分類
・ルネサンス期（15～16世紀）
・バロック（17世紀初頭から18世紀半ばまで）
・古典派（1750年代以後）
・ロマン派（19世紀）
・近代・現代（20世紀以降）
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