
　　　　　　　　　日　時　： 平成19年 ８月１１日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　　　前半　 ９:００　　中学校Ｂ部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　後半　１３:１０　　高等学校Ｂ部門 高等学校Ａ部門

　　　　　　　　　　　　　　平成19年 ８月１２日(日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　前半　 ９:００　　小学校部門 　 大学部門 　 一般部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　後半　１３:１０　　中学校Ａ部門

　　　　　　　　　会　場　： 金沢市観光会館　(石川県金沢市下本多町６番丁２７番地)

●審査員 (五十音順)

 ・ 北川　　晉 (名古屋音楽大学・トランペット奏者)

 ・ 小林　美香 (フルート奏者)

 ・ 千葉　直師 (洗足学園音楽大学・クラリネット奏者)

 ・ 平松　久司 (全日本吹奏楽連盟理事長)

 ・ 三窪　　毅 (大阪センチュリー交響楽団・トロンボーン奏者)

 ・ 森　　　茂 (日本フィルハーモニー交響楽団・打楽器奏者)

 ・ 森田　利明 (指揮者) 

●入場料： 前売１,０００円 (当日１,３００円)

●中学校Ｂ部門

順 県 団体名 作曲者・編曲者 指揮者名 結果 東日本学校吹奏楽大会

1 福井 福井市美山中学校 Ｐ.ウィリアムズ・Ｓ.ネスティコ 森　京子 銀賞

2 富山 氷見市立西篠中学校 Ｆ.ティケリ 広瀬ふみ子 銀賞

3 富山 高岡市立戸出中学校 大栗　裕 村田幸子 銀賞

4 福井 敦賀市立気比中学校 Ｒ.Ｗ.スミス 西田雅樹 銅賞

5 富山 氷見市立十三中学校 Ｆ.チェザリーニ 山﨑伸久 金賞 推薦・コンクールの部

6 富山 氷見市立南部中学校 Ｆ．リスト・石毛里佳 扇谷孝代 金賞 推薦・コンクールの部

7 石川 金沢市立西南部中学校 Ｆ．レハール・鈴木英史 土肥重夫 銅賞

8 福井 あわら市芦原中学校 Ｊ．デ＝メイ・Ｐ.ラベンダー 長崎充博 銀賞

9 福井 永平寺町上志比中学校 櫛田てつ之扶 南部匡惠 金賞

10 石川 能美市立寺井中学校 久石　譲・森田一浩 高野英樹 銀賞

11 富山 南砺市立福光中学校 Ｊ.Ｂ.チャンス 山田　誠 金賞 推薦・コンクールの部

12 石川 金沢市立野田中学校 Ｂ.ウィーラン・Ｃ.ストロメン 金丸万里子 金賞

13 石川 白山市立美川中学校
Ｊ.マスネ・

石川喬雄 ・ 山本教生
佐武あや乃 金賞 推薦・フェスティバルの部

14 石川 小松市立中海中学校 Ｄ.グラハム 水内千世 銀賞

15 福井 勝山市立南部中学校 櫛田てつ之扶 斎藤雅代 金賞

16 富山 射水市立小杉南中学校 Ｐ.ウィリアムズ・Ｓ.ネスティコ 長谷川香 金賞 推薦・コンクールの部

17 石川 金沢市立兼六中学校 福島弘和 荒川英之 銀賞

●高等学校Ｂ部門

順 県 団体名 作曲者・編曲者 指揮者名 結果 東日本学校吹奏楽大会

1 福井 福井県立若狭高等学校 八木津教司 大岸卯徳 銅賞

2 富山 富山県立氷見高等学校 Ｄ.Ｒ.ギリングハム 福島久美子 金賞 推薦・フェスティバルの部

3 富山 富山県立水橋高等学校 樽屋雅徳 講神千代 銅賞

4 富山 富山県立高岡工芸高等学校 立原　勇 加藤祐行 金賞 推薦・コンクールの部

5 石川 北陸大谷高等学校 Ｄ.Ｒ.ギリングハム 加藤　圭 銀賞

6 福井 敦賀気比高等学校 Ｏ.Ｍ.シュワルツ 田辺一郎 銀賞

7 石川 遊学館高等学校 Ｊ.シュトラウス2世・鈴木英史 村野元孝 銀賞

8 石川 石川県立輪島高等学校 鈴木英史 大高宗浩 金賞 推薦・コンクールの部

9 福井 福井県立武生商業高等学校 福島弘和 三上明寛 金賞 推薦・コンクールの部

●小学校部門

順 県 団体名 作曲者・編曲者 指揮者名 結果

1 石川 羽咋市立羽咋小学校 Ａ.ゴーブ 中谷規雄 銀賞

2 石川 金沢市立大浦小学校 Ｊ.スウェアリンジェン 後藤理利 銀賞

3 富山 南砺市立福野小学校 Ｆ.レハール・鈴木英史 西村絹子 金賞

4 福井 南越前市立河野小学校 Ｖ.デューク・Ｍ.スウィーニー 武井　晋 銀賞

5 富山 富山大学人間発達科学部附属小学校
Ａ．ハチャトゥリアン・

中原建彦 ・ 稲垣卓三
齋藤貴子 金賞

6 福井 鯖江市惜陰小学校 Ｆ.レハール・鈴木英史 伊藤圭惠 金賞・グランプリ

自由曲

コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー

ブルー・シェイズ

吹奏楽のための神話ー天の岩屋戸の物語による

ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス

リヴァー・ダンス

ダンテの「神曲」より　地獄篇

ブルー・ホライズン

ハンガリー狂詩曲　第2番

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

交響曲第1番「指輪物語より」

元禄

交響組曲「風の谷のナウシカ」3章

朝鮮民謡の主題による変奏曲

ドラゴン・ファイト

喜歌劇「こうもり」セレクション

「鳳凰」～仁愛鳥譜

バレエ音楽「ル・シッド」より

舞楽

組曲「斑鳩の空」より　夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空

バレエ音楽「ガイーヌ」より　剣の舞、子守歌、収穫祭

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

第48回 北陸吹奏楽コンクール

梁塵秘抄～熊野古道の幻想～

自由曲

スリー・ウェイ組曲

コヴィントン広場

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

エイプリル・イン・バリ

マゼランの未知なる大陸への挑戦

コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー

交響的詩曲「走れメロス」

自由曲

吹奏楽のための詩曲「はてしなき大空への賛歌」

ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス

祈りⅧ～すべてのものたちへ～



●大学部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者・編曲者 指揮者名 結果

1 富山 富山大学吹奏楽団 Ⅲ シダス Ｔ.ドス 角森　充 銀賞

2 福井 福井大学吹奏楽部 Ⅴ シャイン・アズ・ザ・ライト Ｐ.グラハム 小坂一平 銀賞

3 石川 金沢大学吹奏楽団 Ⅳ 歌劇「フェドーラ」より Ｕ.ジョルダーノ・鈴木英史 三浦宏予 金賞・代表

●一般部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者・編曲者 指揮者名 結果

1 富山 速星☆Ｆｒｉｄａｙ’ｓ Ⅲ シンフォニエッタよりⅢ、Ⅴ Ｌ.ヤナーチェク・上埜　孝 井沢広行 銅賞

2 石川 百萬石ウィンドオーケストラ Ⅲ レッドライン・タンゴ Ｊ.マッキ― 安嶋俊晴 金賞・代表

3 富山 富山ミナミ吹奏楽団 Ⅲ 交響曲第1番「ギルガメッシュ」より　巨人たちの戦い Ｂ.アッペルモント 牧野　誠 銀賞

4 福井 ソノ―レ・ウィンドアンサンブル Ⅰ 太陽への讃歌ー大地の鼓動 八木澤教司 奥田健雄 銀賞

●中学校Ａ部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者・編曲者 指揮者名 結果

1 石川 小松市立松陽中学校 Ⅳ 楽劇「サロメ」より　サロメの踊り Ｒ．シュトラウス・Ｍ.ハインズレー 多田淳子 銅賞

2 石川 金沢市立額中学校 Ⅳ 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ｍ.アーノルド・瀬尾宗利 田中一宏 金賞

3 福井 大野市陽明中学校 Ⅲ 吹奏楽のための■曲　第2番 小山清茂・大木隆明 井川宏明 銅賞

4 福井 鯖江市鯖江中学校 Ⅲ ダンス・フュナンビュレスク Ｊ.ストレンズ 佐々木和史 銀賞

5 富山 射水市立小杉中学校 Ⅳ
オセロより
前奏曲、オセロとデステモナ、廷臣たちの入場

Ａ.リード 竹内史惠 銀賞

6 福井 鯖江市東陽中学校 Ⅳ 喜歌劇「微笑みの国」セレクション Ｆ.レハール・鈴木英史 廣比知徳 銅賞

7 石川 小松市立丸内中学校 Ⅱ 喜歌劇「微笑みの国」セレクション Ｆ.レハール・鈴木英史 広瀬真樹 銅賞

8 富山 高岡市立芳野中学校 Ⅳ 春になって王達が戦いに出ずるに及んで Ｄ.Ｒ.ホルジンガー 沢田良子 銀賞

9 石川 白山市立松任中学校 Ⅳ 三つのジャポニスム 真島俊夫 石林剣児 金賞

10 石川 内灘町立内灘中学校 Ⅲ 三つのジャポニスム 真島俊夫 奥泉清人 金賞・代表

11 福井 坂井市立坂井中学校 Ⅳ 祈りとトッカータ Ｊ.バーンズ 平田昌彦 銀賞

12 富山 立山町立雄山中学校 Ⅳ 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ．シュトラウスⅡ世・鈴木英史 遠藤利恵 銀賞

13 福井 越前市武生第一中学校 Ⅳ 歌劇「トゥーランドット」より Ｇ.ブッチーニ・後藤　洋 栗田健一 金賞

14 富山 射水市立大門中学校 Ⅰ カルメン・ファンタジー Ｇ.ビゼー・鈴木英史 加納佑成 銅賞

15 福井 福井市大東中学校 Ⅲ 交響組曲「寄港地」より　Ⅱ、Ⅲ Ｊ.イベール・Ｐ.デュポン 西川秀明 銀賞

16 石川 津幡町立津幡中学校 Ⅱ 交響組曲「イーゴリ公」より　ダッタン人の踊り Ａ.ポロディオン・山里佐和子 吉田淳一 金賞・代表

17 富山 滑川市立滑川中学校 Ⅱ 交響詩「ローマの森」より　五十年祭、十月祭、主顕祭 Ｏ.レスピーギ・建部知弘 直井美幸 銀賞

18 富山 南砺市立福野中学校 Ⅲ
オセロより
前奏曲、オセロとデステモナ、廷臣たちの入場

Ａ.リード 大坪　建 金賞


