
　日　時 ： 平成20年 ８月９日(土)

前半　　 ９：００ ～ 中学校Ｂ部門 

　　　　１１：２１ ～ 高等学校Ｂ部門 

後半　　１３：３０ ～ 高等学校Ａ部門 

　 　　　平成20年 ８月10日(日) 

前半　 　９：００ ～ 大学部門 

　　 　　９：４５ ～ 一般部門 

　　　　１１：００ ～ 小学校部門 

後半　   １２：４５ ～ 中学校Ａ部門 

　会　場 ： 金沢歌劇座　　石川県金沢市下本多町６番丁27番地　（０７６）２２０－２５０１（代）

　主　催 ： 北陸吹奏楽連盟　　朝日新聞社 

　主　管 ： 石川県吹奏楽連盟 

●審査員 (五十音順)敬称略

　・池上　政人 いけがみ　まさと （洗足学園音楽大学教授　サクソフォン奏者） 

　・伊藤　寛隆 いとう　ひろたか （日本フィルハーモニー交響楽団　首席クラリネット奏者） 

　・今村　三明 いまむら　みつあき （元ＮＨＫ交響楽団ティンパニ・打楽器奏者） 

　・岡崎　耕二 おかざき　こうじ （東京都交響楽団　首席トランペット奏者） 

　・桒田　　晃 くわた　あきら （読売日本交響楽団　トロンボーン奏者） 

　・新德　盛史 しんとく　もりふみ （作曲家） 

　・山本　　孝 やまもと　たかし （東京音楽大学管打楽器主任教授） 

●入場料 ：　終了いたしました。 プレイガイドは コチラ をクリックしてください。 

●第１日目（２００８年８月9日（土））

●中学校Ｂ部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞 東日本

1 石川 羽咋市立邑知中学校 吹奏楽のための第五組曲 Ａ.リード 村田裕美子 銅賞

2 富山 射水市立奈古中学校 「三つのジャポニスム」より　Ⅱ.雪の川、Ⅰ.鶴が舞う、Ⅲ.祭り 真島俊夫 川端由美 金賞・代表 フェスティバル

3 福井 南越前町今庄中学校 魔女と聖者 Ｓ.ライニキー 高橋由紀 銅賞

4 富山 小矢部市立蟹谷中学校 吹奏楽のための木挽歌より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 小山清茂 田畑康志 銀賞

5 石川 野々市町立布水中学校 ケルト民謡による組曲 ケルト民謡 南　克彦 銀賞

6 福井 鯖江市東陽中学校 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より Ｄ.ショスタコービッチ 廣比知徳 銀賞

7 福井 福井市社中学校 アンダルシア組曲 Ｅ．レクオーナ 長谷川季美 金賞

8 福井 越前市南越中学校 リバー・ダンス Ｂ.ウィーラン 片山幹子 金賞

9 富山 高岡市立南星中学校 リバー・ダンス Ｂ.ウィーラン 橘　恭幸 金賞

10 富山 高岡市立伏木中学校 呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス 木脇　禎 金賞・代表 コンクール

11 石川 小松市立中海中学校 動物の謝肉祭 Ｃ.サン=サーンス 糠山年美 銅賞

12 石川 金沢市立泉中学校 1730年の冬～川の旅～ Ｊ.スゥェアリンジェン 沢田　豊 銀賞

13 富山 射水市立小杉南中学校 アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 Ｒ.Ｗ.スミス 長谷川香 金賞・代表 コンクール

14 石川 白山市立光野中学校 バレエ音楽「スバルタカス」より　スリーダンス・エピソード Ａ.ハチャトゥリアン 奥田桂子 金賞・代表 コンクール

●高等学校Ｂ部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞 東日本

1 福井 福井県立大野高等学校 「法華経からの三つの啓示」より　Ⅲ.平和の喜び Ａ.リード 室内嘉彦 銀賞

2 富山 富山県立高岡工芸高等学校 カルミナ・ブラーナより　Ⅳ、Ⅷ、Ⅹ、ⅩⅢ Ｃ.オルフ 加藤祐行 金賞・代表 コンクール

3 富山 富山県立氷見高等学校 序曲「ピータールー」 Ｍ.アーノルド 福島久美子 銀賞

4 石川 石川県立小松商業高等学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤教司 小島睦雄 銀賞

5 石川 石川県立輪島実業高等学校 大阪俗謡による幻想曲 大栗　裕 久野泰典 金賞・代表 コンクール

●高等学校Ａ部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞 東日本

1 石川 小松市立高等学校 Ⅲ 歌劇「ばらの騎士」より Ｒ.シュトラウス 木村有孝 銀賞

2 石川 石川県立金沢北陵高等学校 Ⅲ 「翡翠」　1.雨上がりに…　2.焔の如く輝き Ｊ.マッキ― 谷口雅一 銀賞

3 富山 富山県立高岡南高等学校 Ⅰ ナスカ～地上に描かれた遥かなる銀河 八木澤教司 湯浅幸嗣 銅賞

4 福井 福井県立敦賀高等学校 Ⅰ セント・アンソニー・ヴェリエーション Ｗ.Ｈ.ヒル 梅田宗典 銅賞

5 石川 石川県立小松高等学校 Ⅳ 交響曲第1番「指輪物語」 Ｊ．デ=メイ 北村善哉 金賞

6 福井 福井県立武生東高等学校 Ⅰ バレエ組曲「シダリーズと牧羊神」より Ｇ.ピエルネ 尾鳥達彦 銀賞

7 石川 石川県立小松明峰高等学校 Ⅲ 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」セレクション Ｒ.ワーグナー 斉藤忠直 金賞

8 富山 富山県立福岡高等学校 Ⅰ マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋雅徳 若林久雄 銅賞

9 石川 石川県立金沢桜丘高等学校 Ⅳ 科戸の鵲巣～吹奏楽の祝典序曲～ 中橋愛生 安嶋俊晴 金賞

10 福井 福井県立武生高等学校 Ⅰ すべての答え 清水大輔 佐野明彦 銅賞

11 富山 富山県立富山商業高等学校 Ⅰ 交響曲第4番「不滅」より Ｃ.ニールセン 鍛冶伸也 金賞

12 石川 金沢市立工業高等学校 Ⅰ 左手のためのピアノ協奏曲 Ｍ.ラヴェル 幸正勤也 金賞・代表

13 富山 富山県立高岡商業高等学校 Ⅰ 交響曲第5番「革命」より　終楽章 Ｄ.ショスタコーヴィチ 神田賢二 金賞・代表

14 富山 富山県立新湊高等学校 Ⅰ 科戸のの鵲巣～吹奏楽の祝典序曲～ 中橋愛生 小坪裕子 銀賞

15 富山 富山県立富山高等学校 Ⅰ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 Ｚ.コダーイ 奥井智保 銅賞

16 福井 福井工業大学附属福井高等学校 Ⅰ 二つの交響的断章 Ｖ.ネリベル 上野元久 銅賞

17 福井 福井県立金津高等学校 Ⅳ 管弦楽組曲「第6の幸福をもたらす宿」 Ｍ.アーノルド 浅井裕規 銀賞

第49回 北陸吹奏楽コンクール

http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html
http://www.ajba.or.jp/hokuriku/data/hokucon49.html


●第2日目（２００８年８月10日（日））

●大学部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞

1 富山 富山大学吹奏楽団 Ⅰ
交響詩「ローマの松」より
Ⅰ.ボルゲーゼ荘の松　Ⅳ.アッピア街道の松 Ｏ.レスピーギ 曽根哲夫 金賞

2 福井 福井大学吹奏楽部 Ⅴ シンフォニックバンドのためのバッサカリア 兼田　敏 小坂一平 銀賞

3 石川 金沢大学吹奏楽団 Ⅲ 交響曲第2番「キリストの受難」 Ｆ.フェルラン 三浦宏予 金賞・代表

●一般部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞

1 富山 速星☆Ｆｒｉｄａｙ’ｓ Ⅲ 交響的印象「教会のステンドグラス」より　Ⅱ.大天使聖ミカエル Ｏ.レスピーギ 井沢広行 銀賞

2 小松市民吹奏楽団 Ⅰ
「ハリウッド組曲」より　Ⅰ撮影所一掃除人、Ⅱ代役（ワルツ）、
Ⅴ上演ナンバー、Ⅵミュージカルスター　全員の踊り Ｆ.グローフェ 広瀬真樹 銀賞

3 ウィンドアンサンブル・ソレイユ Ⅲ ポストカード Ｆ．ティケリ 奥山泰三 金賞・代表

4 富山 富山ミナミ吹奏楽団 Ⅰ 交響曲第0番より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ｂ.ピッケール 牧野　誠 金賞

●小学校部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞

1 羽咋市立羽咋小学校 コヴィントン広場 Ｊ.スウェアリンジェン 中谷規雄 銀賞

2 富山 南砺市立福野小学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール 水木　靖 金賞・グランプリ

3 鯖江市惜陰小学校 喜歌劇「微笑みの国」セレクション Ｆ.レハール 伊藤圭恵 金賞

4 富山 高岡市立野村小学校 ケルト・ラプソディー ケルト民謡 林奈穂子 金賞

●中学校Ａ部門

順 県 団体名 課題曲 自由曲 作曲者名 指揮者名 賞

1 富山 高岡市立芳野中学校 Ⅰ 交響詩「ローマの祭」より　Ⅰ.チルチェンセス、Ⅳ.主顕祭 Ｏ.レスピーギ 沢田良子 銀賞

2 富山 滑川市立滑川中学校 Ⅰ
吹奏楽のための第5組曲より
Ⅲ.山伏神楽、Ⅱ.サラバンド、Ⅳ.ホラ

Ａ.リード 吉野みのり 銅賞

3 福井 鯖江市中央中学校 Ⅰ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より Ｏ.レスピーギ 栗田健一 銀賞

4 石川 かほく市立河北台中学校 Ⅱ 仮面舞踏会 Ａ．ハチャトゥリアン 吉田淳一 銅賞

5 石川 小松市立松陽中学校 Ⅰ 歌劇「トゥーランドット」より Ｇ.ブッチーニ 水内千世 銅賞

6 石川 小松市立丸内中学校 Ⅱ
バレエ音楽「くるみ割り人形」より　お菓子の王国、
チョコレート、葦笛の踊り、トレパーワ、コーダ

Ｐ.チャイコフスキー 広瀬真樹 銀賞

7 石川 白山市立松任中学校 Ⅰ 大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 鈴木英史 北山義隆 銀賞

8 石川 能美市立辰口中学校 Ⅳ 交響曲第５番より　Ⅱ、Ⅳ Ｍ.アーノルド 村尾彰拓 銀賞

9 福井 坂井市立春江中学校 Ⅰ 歌劇「イーゴリ公」より　“ダッタン人の踊り” Ａ.ポロディン 鳥山隆男 銅賞

10 福井 大野市陽明中学校 Ⅰ 科戸の鵲巣～吹奏楽の祝典序曲 中橋愛生 井川宏明 銅賞

11 石川 能美市立根上中学校 Ⅱ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より Ｐ.マスカーニ 上高裕希 銀賞

12 富山 高岡市立志貴野中学校 Ⅱ 喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ．ツェラー 城宝美奈 銀賞

13 福井 坂井市立坂井中学校 Ⅰ 吹奏楽のために神話 大栗　裕 平田昌彦 銀賞

14 富山 射水市立小杉中学校 Ⅱ プラトンの洞窟からの脱出 Ｓ.メリロ 竹内文恵 金賞・代表

15 富山 南砺市立福光中学校 Ⅱ リバー・ダンス Ｂ.ウィーラン 山田　誠 金賞

16 富山 南砺市立福野中学校 Ⅰ 交響詩「海」より　Ⅲ.風と海との対話 Ｃ．ドビュッシー 大坪　建 金賞・代表

17 石川 内灘町立内灘中学校 Ⅲ 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ 奥泉清人 金賞

18 福井 越前市武生第一中学校 Ⅲ バレエ音楽「三角帽子」より Ｍ.ファリャ 佐々木和史 金賞

19 福井 鯖江市鯖江中学校 Ⅱ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 Ｚ.コダーイ 田島麻澄 銀賞

20 石川 金沢市立額中学校 Ⅱ
「アルプスの詩」
～シンフォニック・バンドのための交響詩～作品21より

Ｆ.チェザリーニ 田中一宏 金賞


