
　日　時　： 平成20年２月10日(日)

　会　場　： 福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）大ホール

 ９:00　　開会式（８：３０開場）

 ９:10 　　小学校・中学校部門

13:25　　小学校・中学校部門成績発表・表彰

13:40　　高等学校・大学・一般部門

16:50　　高等学校・大学・一般部門 成績発表・表彰

●審査員 (五十音順)

 ・ 足立　  正 （作曲家　ブレイジングブラスバンド　テューバ奏者）

 ・ 小倉　清澄 （東京佼成ウィンドオーケストラ　クラリネット奏者）

 ・ 栃本　浩規 （ＮＨＫ交響楽団　トランペット奏者）

 ・ 前田　昌宏 （大阪音楽大学・大阪芸術大学講師　サクソフォン奏者）

 ・ 吉岡　孝悦 （作曲家　マリンバ打楽器奏者） 

●小学校部門

順 県 団体名 編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語） 賞

1 石川 加賀市立綿城小学校 打6 バレエ「くるみ割り人形」より　あし笛の踊り Ｐ.チャイコフスキー 銀賞

2 石川 金沢市立大浦小学校 打6 「大地の鼓動」より　自由への戦い 猪俣　猛 銀賞

3 富山 富山市立西田地方小学校 管打8 スペイン嬉遊曲～管打8重奏のための～　より 坂井貴祐 銀賞

4 富山 南砺市立福野小学校 Ｓａｘ4 サクソフォン4重奏のためのティータイムの画集よりⅢ、Ⅳ 三浦真理 金賞

5 石川 加賀市立綿城小学校 Ｃｌ4 フォースター・ラプソディー 鈴木英史 銅賞

6 福井 鯖江市神明小学校 Ｃｌ4 ファンタジア ポール　ハーベイ 銀賞

7 福井 鯖江市惜陰小学校 Ｆｌ3 「小組曲第2番」より　Ⅰ春の歌　Ⅱ鐘 アラベルト　アルビージ 金賞・最優秀賞

8 富山 南砺市立福野小学校 木8 小組曲より「行列」 Ｃ.ドビュッシー 金賞

9 福井 鯖江市惜陰小学校 金8 あと一匹のネコ　クラーケン クリス ヘーゼル 金賞・最優秀賞
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●中学校部門

順 県 団体名 編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語） 賞

1 石川 金沢市立額中学校 打8 最後のロマンス 宍倉　晃 金賞

2 石川 能美市立辰口中学校 打8 パスカルダンス D.ギリングハム 銀賞

3 福井 鯖江市中央中学校 打6 ジャンヌ・ダルク グラステイル 金賞

4 富山 富山市立速星中学校 打6 打楽器六重奏のためのバリ島からの幻想曲’84 伊藤康英 銀賞

5 福井 越前市武生第一中学校 打6 バリ島からの幻想曲’84 伊藤康英 銀賞

6 福井 福井市足羽第一中学校 打4 彩～ｓａｉ～より　紫陽花、楓 山澤洋之 銀賞

7 福井 福井市大東中学校 打4 花回廊／風龍 山澤洋之 銅賞

8 富山 高岡市立芳野中学校 Ｓａｘ5 セカンド　バトル 天野正道 銀賞

9 富山 射水市立小杉中学校 Ｓａｘ4 グラーヴェとプレスト ジーン・リヴィエ 金賞

10 石川 能美市立根上中学校 Ｓａｘ4 サクソフォーン・バスカーズ 戸田　顕 銀賞

11 富山 南砺市立福野中学校 Ｓａｘ4 ＧＲＡＶＥ ET ＰＲＥＳＴＯ J.リヴィエ 銀賞

12 石川 内灘町内灘中学校 Ｃｌ8 パーテルノステル 八木澤教司 金賞・代表

13 富山 南砺市立福野中学校 Ｃｌ4 クラリネット ラプソディー D.ベネット 金賞

14 福井 鯖江市中央中学校 Ｆｌ4 アルカディ M.ベルトミュー 銅賞

15 石川 金沢市立額中学校 Ｆｌ4 「フルート吹きの休日」より　Ⅰ、Ⅳ Ｊ．カステレード 銀賞

16 石川 内灘町内灘中学校 Ｆｌ4 四重奏曲より　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ｐ．Ｍ．デュポワ 銀賞

17 石川 小松市立丸内中学校 Ｆｌ4 グランド・カルテット Ｆ．クーラウ 銅賞

18 福井 鯖江市鯖江中学校 Ｆｌ4 四重奏曲より　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ デュポア 金賞・代表

19 富山 南砺市立福光中学校 Ｆｌ3 クリスマス・トリオ （讃美歌） 銀賞

20 富山 射水市立小杉南中学校 Ｆｌ3 フルート3重奏曲ＯＰ.53 カスパール．クンマー 銀賞

21 福井 福井市大東中学校 木3 三重奏曲 マイヨ 銅賞

22 石川 能美市立根上中学校 混8 テルプシコーレ舞曲集 ミヒャエル・プレトリウス 銀賞

23 富山 射水市立小杉南中学校 金8 スザート舞曲集より　Ⅰ、Ⅳ、Ⅵ ティルマン・スザート 金賞

24 福井 あわら市金津中学校 Ｔｂ4 トロンボーン　ファミリー ヘンリー フィルモア 銀賞

●高等学校部門

順 県 団体名 編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語） 賞

1 石川 金沢市立工業高等学校 打8 そして静けさは森の中へ・・・ 天野正道 銀賞

2 福井 福井県立武生高等学校 打7 マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲 ロウサロ 金賞

3 福井 福井県立武生高等学校 打5 ゲインズボロー Ｔ．ゴーガー 金賞

4 福井 福井県立羽水高等学校 打5 ５人の打楽器奏者のための「シンデレラ」 ジェリー・グラステイル 銀賞

5 石川 石川県立輪島高等学校 打4 マリンバ・スピリチュアル 三木　稔 銅賞

6 富山 富山県立新湊高等学校 Ｓａｘ4 「彗星」トルヴェールの（惑星）より 長生　淳 金賞

7 富山 富山県立高岡南高等学校 Ｓａｘ4 バラード・フォー・トルヴェール 横内章次 銅賞

8 石川 石川県立小松明峰高等学校 Ｃｌ8 クラウナリー・フォア・クラリネッツ ハリー スタルパース 銀賞

9 富山 富山県立富山商業高等学校 Ｃｌ8 タクミズ・ブギ ブルース・スターク 金賞・代表

10 富山 富山県立福岡高等学校 Ｃｌ4 クラリネット・ラプソディー Ｄ.ベネット 銅賞

11 石川 金沢市立工業高等学校 Ｃｌ4 スリー・ラテン・ダンス Ｐ.ヒケティック 金賞

12 福井 福井県立金津高等学校 Ｆｌ4 夏山の一日 ユージン・ボザ 銅賞

13 福井 福井県立武生東高等学校 Ｆｌ3 「3本のフルートのための2章」よりⅡ 堀　悦子 金賞・代表

14 富山 富山県立富山商業高等学校 金8 ジ・エヴァーグリーン・マインド 長生　淳 銀賞

15 石川 石川県立小松明峰高等学校 金8 高貴なる葡萄酒を讃えて ゴフ リチャーズ 銀賞

●大学部門

順 県 団体名 編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語） 賞

1 富山 富山大学吹奏楽団 打6 ジャグラー 高橋伸哉 銀賞

2 石川 金沢大学吹奏楽団 Ｃｌ4 タンゴの歴史 Ａ・ピアソラ 銀賞

3 福井 仁愛女子短期大学 Ｆｌ4 アルカディ マルク・ベルソミュー 金賞・代表



●一般部門

順 県 団体名 編成 曲名（日本語） 作曲者（日本語） 賞

1 福井 ソヌール・プティ・オルケストル 管打8 ディヴェルティメントⅢ 八木澤教司 金賞

2 石川 金沢サクソフォンアンサンブル Ｓａｘ4 四重奏曲より　Ⅲ Ａ.デザンクロ 金賞・代表

3 石川 金沢クラリネットアンサンブル Ｃｌ6 秋風～非難～旋風 ペギュリ 金賞

4 福井 スウィート・ブラス 金8 「12の英雄的行進曲」より Ｇ.Ｐ.テレマン 銀賞

5 富山 ヴィルトーゾ・ブラス 金8 幻影～切り裂かれた都市（まち）～ 小長谷宗一 銀賞

6 富山 北アルプス吹奏楽団 Ｔｂ4 4本のトロンボーンのための組曲 Ｃ.ジェルヴェイズ 銀賞


