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第69回　石川県吹奏楽コンクール（Ｂ大会）結果

令和3年7月17日～18日　津幡町文化会館シグナス

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

　高等学校Ｂ部門　  

1 石川県立工業高等学校 斉藤　美穂子 朧月夜 ガルーダの翼 広瀬　勇人 C銅賞

2 石川県立門前高等学校 清水　徹 家路 ラノベ　ファンタジア 宮川　成治 C銅賞

3 金沢大学附属高等学校 塚田　章裕 ふじの山 ノルンの神 広瀬　勇人 B銀賞

4 金沢市立工業高等学校 谷内　昭彦 赤とんぼ バレエ音楽「三角帽子」より Ｍ.ファリャ A金賞

5 石川県立金沢西高等学校 喜多　一弘 アニー・ローリー 喜歌劇「スペードの女王」序曲 Ｆ.スッペ 田川　伸一郎 B銀賞

6 石川県立鹿西高等学校 西村　賀世子 朧月夜
七つの惑星、そうして目に見えないもの - 「星の王

子さま」のエピソードによる組曲
侘美秀俊 C銅賞

7 石川県立小松商業高等学校 廣瀬　優生 朧月夜 「風を織る」～吹奏楽のためのセレナード 鈴木　英史 A金賞代表

8 石川県立七尾東雲高等学校 大髙　宗浩 アニー・ローリー 春のロンド 福田　洋介 C銅賞

9 石川県立松任高等学校 三盃　滋 アニー・ローリー 槿の花　千利休の愛した女 福島　弘和 B銀賞

10 石川県立大聖寺高等学校 髙野　英樹 アニー・ローリー フライト・エターナル～アメリア、聞こえていますか？ 樽屋　雅徳 B銀賞

11 北陸学院高等学校 藤田　賢太朗 赤とんぼ 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳 A金賞

12 石川県立能登高等学校 三矢　陽平 朧月夜 西遊記～天竺への道 広瀬　勇人 C銅賞

13 石川県立羽咋高等学校 甲野　和美 さくらさくら セント・アンソニー・ヴァリエーションズ Ｗ.Ｈ.ヒル A金賞

14 石川県立輪島高等学校 作井　美咲 荒城の月 波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋 C銅賞

15 石川県立金沢錦丘高等学校 吉田　樹理 さくらさくら ラプソディック・セレブレーション Ｒ.シェルドン B銀賞

16 石川県立金沢伏見高等学校 多賀　美佐子 アニー・ローリー 音楽祭のプレリュード A.リード 坂井　貴祐 棄権

17 鵬学園高等学校 浮田　裕貴 さくらさくら リベラ・アニマス 田村　修平 A金賞代表・朝日新聞社賞

18 石川県立七尾高等学校 高森　まどか さくらさくら 謡と舞　～冬から春への情景～ 福島　弘和 A金賞代表

19 日本航空高等学校石川 小松　慎之介 野ばら エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平 B銀賞

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

　フリー部門

1 小松市立高等学校 安嶋　俊晴 スプリングフィールド 広瀬　勇人 優秀賞

2 金沢学院大学附属高等学校 斉藤　忠直 アート・イン・ザ・パーク Ｒ.シェルドン 優秀賞・グランプリ

3 石川県立小松明峰高等学校 木村　有孝 忠誠 Ｊ.Ｐ.スーザ Ｋ.ブライオン/Ｌ.シッセル 優秀賞

4 星稜高等学校 下村　健治 ランドマーク序曲 Ｊ.Ａ.コーディル 優秀賞

5 金沢龍谷高等学校 竹内　寛 名前のない星 芳賀　傑 優秀賞
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団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 羽咋市立羽咋小学校 中谷　規雄 運命の力 Ｌ.ニーク A金賞

2 金沢市立大浦小学校 後藤　理利 交響詩「魔法使いの弟子」 Ｐ.デュカス 山下　国俊 A金賞代表

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 小松市立安宅中学校 西田　悦子 アニー・ローリー 東方見聞録 ～バッカナール、アジアの宴～ 福島　弘和 B銀賞

2 中能登町立中能登中学校 酒道　なつみ アニー・ローリー 喜歌劇「微笑みの国」セレクション Ｆ.レハール 鈴木　英史 B銀賞

3 金沢市立高尾台中学校 中橋　未里 ふじの山 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳 B銀賞

4 金沢市立小将町中学校 森本　朗 ふじの山 春に寄せて　風は光り、春はひらめく 福島　弘和 C銅賞

5 金沢市立長田中学校 沼田　幸子 さくらさくら マナティ・リリック序曲 Ｒ.シェルドン A金賞

6 小松市立中海中学校 下出　英里 アニー・ローリー ゴールド・ラッシュ！ 髙橋　伸哉 B銀賞

7 加賀市立山中中学校 山下谷　美加 ふじの山 序曲「サーリセルカの森」 高橋　宏樹 C銅賞

8 七尾市立能登香島中学校 清水　富美子 さくらさくら ガラスの千切り絵 郷間　幹男 C銅賞

9 金沢市立緑中学校 辻　ひかる アニー・ローリー きらめく大空に向かって 坂井　貴祐 C銅賞

10 かほく市立宇ノ気中学校 栁澤　美里 アニー・ローリー 海峡をわたる風 福島　弘和 A金賞

11 金沢市立額中学校 嶋田　景子 アニー・ローリー 「14のバガテル」より　Ⅳ、Ⅵ、Ⅹ Ｂ.バルトーク 山本　教生 C銅賞

12 七尾市立七尾中学校 小寺　久美子 さくらさくら 桜華幻想 福島　弘和 B銀賞

13 小松市立芦城中学校 蓮井　洋美 アニー・ローリー オペレッタ「白馬亭にて」 Ｒ.ベナツキー 鈴木　英史 A金賞代表

14 かほく市立高松中学校 山本　美幸 さくらさくら
秘儀II ～7声部の管楽オーケストラと4人の打楽

器奏者のための～
西村　朗 A金賞代表・朝日新聞社賞

15 津幡町立津幡中学校 瀧本　アンナ さくらさくら 春の詩 福田　洋介 A金賞

16 金沢市立紫錦台中学校 澤村　百合 アニー・ローリー おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹 C銅賞

17 七尾市立七尾東部中学校 福井　三佳 アニー・ローリー アトランティスの秘宝 高橋　宏樹 C銅賞

18 穴水町立穴水中学校 友延　恵美子 アニー・ローリー セレブレーション・アンド・ソング Ｒ.シェルドン C銅賞

19 金沢市立城南中学校 橋爪　赳之 赤とんぼ 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 B銀賞

20 加賀市立片山津中学校 安井　技 アニー・ローリー 喜歌劇「ルーナ夫人」ハイライト Ｐ.リンケ 小野寺　真 B銀賞

　小学校部門　　

　中学校Ｂ部門　午前の部　　
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団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 小松市立南部中学校 松下　幸子 アニー・ローリー 眩い星座になるために 八木澤　教司 A金賞

2 白山市立北辰中学校 石林　剣児 ふじの山
スクーティン・オン・ハードロック　３つの即興的ジャズ

風舞曲
Ｄ.Ｒ.ホルジンガー A金賞代表

3 小松市立御幸中学校 谷口　千晶 朧月夜 フラワー・クラウン 和田　直也 C銅賞

4 小松市立松陽中学校 糠山　年美 アニー・ローリー 氷河特急 髙橋　伸哉 A金賞代表

5 志賀町立志賀中学校 佐野　遥香 さくらさくら いつも風　巡り会う空 福島　弘和 C銅賞

6 輪島市立輪島中学校 木村　伊吹 アニー・ローリー シーゲート序曲 Ｊ.スウェアリンジェン C銅賞

7 加賀市立東和中学校 中村　光貴 朧月夜 いつも風　巡り会う空 福島　弘和 B銀賞

8 金沢市立清泉中学校 大久保　朔実 アニー・ローリー 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳 B銀賞

9 白山市立笠間中学校 塚本　万里子 家路 吹奏楽のための民話 Ｊ.A.コーディル C銅賞

10 金沢市立金石中学校 森　英玲菜 さくらさくら 元禄 櫛田　胅之扶 C銅賞

11 金沢市立鳴和中学校 西川　果那 さくらさくら 吹奏楽のための第二組曲 Ｇ.ホルスト 伊藤　康英 B銀賞

12 小松市立松東みどり学園 南　克彦 アニー・ローリー 天の剣 福田　洋介 B銀賞

13 能登町立能都中学校 濱坂　寿美子 野ばら ジュビランス Ｊ.スウェアリンジェン C銅賞

14 羽咋市立羽咋中学校 森田　正秀 アニー・ローリー ハンティンドンの祭典 Ｐ.スパーク B銀賞

15 白山市立美川中学校 北山　義隆 朧月夜 開闢の譜 鈴木　英史 A金賞代表・朝日新聞社賞

16 小松市立丸内中学校 堀川　真梨子 ふじの山 海峡をわたる風 福島　弘和 A金賞

17 能登町立柳田中学校 奥　由佳里 ふじの山 ３つのチェコ民謡 Ｊ.ヴィンソン C銅賞

18 宝達志水町立宝達中学校 岡田　のり子 アニー・ローリー ケルト民謡による組曲 ケルト民謡 建部　知弘 B銀賞

19 珠洲市立緑丘中学校 西尾　百 荒城の月 青のやまなみ 広瀬　勇人 C銅賞

20 白山市立北星中学校 木下　典子 赤とんぼ ムジカ・アーヴァーズ～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶 A金賞代表

21 七尾市立中島中学校 常陸　泰子 赤とんぼ 西遊記～天竺への道 広瀬　勇人 B銀賞

　中学校Ｂ部門　午後の部
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第69回　石川県吹奏楽コンクール（A大会）結果

令和3年7月24日～25日　金沢歌劇座

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 金沢市立高岡中学校 荒川　英之 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 歌劇「サムソンとデリラ」より　バッカナール Ｃ.サン=サーンス 真島　俊夫 C銅賞

2 能美市立根上中学校 山本　陽一 Ⅰ　トイズ・パレード バレエ組曲「赤いけしの花」より Ｒ.Ｍ.グリエール 鈴木　英史 C銅賞

3 金沢市立北鳴中学校 前田　あみ Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 プンタン・ドス・アマンテス 加藤　大輝 B銀賞

4 石川県立金沢錦丘中学校 本川　恵美子 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション Ｆ.レハール 鈴木　英史 B銀賞

5 金沢市立兼六中学校 木多　良仁 Ⅰ　トイズ・パレード 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和 A金賞代表・朝日新聞社賞

6 かほく市立河北台中学校 西田　徹 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 ハンガリー狂詩曲第２番 Ｆ.リスト 石川　喬雄 C銅賞

7 野々市市立野々市中学校 淺田　馨 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 セルゲイ・モンタージュ 鈴木　英史 B銀賞

8 金沢市立西南部中学校 奥泉　清人 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 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 Ａ金賞代表

9 金沢市立港中学校 厚見　聡子 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス Ｄ.ギリングハム A金賞

10 白山市立松任中学校 村本　順文 Ⅰ　トイズ・パレード Jalan-jalan　神々の島の幻影 髙橋　伸哉 B銀賞

11 加賀市立山代中学校 下道　善信 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ.ツェラー 鈴木　英史 C銅賞

12 金沢市立大徳中学校 大内　正義 Ⅰ　トイズ・パレード ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス Ｄ.ギリングハム Ａ金賞代表

13 金沢市立浅野川中学校 土肥　重夫 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 風の精 酒井　格 Ａ金賞代表

　中学校A部門　午後の部　

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 能美市立辰口中学校 村尾　彰拓 Ⅰ　トイズ・パレード ブリュッセル･レクイエム Ｂ.アッペルモント A金賞代表・朝日新聞社賞

2 能美市立寺井中学校 大橋　望 Ⅰ　トイズ・パレード 鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶 B銀賞

3 白山市立鶴来中学校 及能　敬勝 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳 B銀賞

4 小松市立板津中学校 本川　一也 Ⅰ　トイズ・パレード オペレッタ「白馬亭にて」 Ｒ.ベナツキー 鈴木　英史 Ａ金賞代表

5 金沢市立野田中学校 岡元　恵里樹 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 組曲「ドリー」より Ｇ.フォーレ 後藤　洋 C銅賞

6 白山市立光野中学校 沓　あかね Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 たなばた 酒井　格 C銅賞

7 内灘町立内灘中学校 中嶋　有紀 Ⅰ　トイズ・パレード 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より　Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ Ｚ.コダーイ Ｇ.バイナム Ａ金賞代表

8 金沢市立泉中学校 黒瀬　静香 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション Ｅ.カールマン 鈴木　英史 C銅賞

9 野々市市立布水中学校 野村　徹 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 喜歌劇「微笑みの国」セレクション Ｆ.レハール 鈴木　英史 C銅賞

10 加賀市立錦城中学校 北濱　康裕 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和 B銀賞

11 金沢市立森本中学校 山下　貴嗣 Ⅰ　トイズ・パレード バレエ組曲「青銅の騎士」より Ｒ.Ｍ.グリエール 加養　浩幸 B銀賞

12 津幡町立津幡南中学校 吉田　淳一 Ⅰ　トイズ・パレード 航海の時 Ｄ.ギリングハム Ａ金賞代表

13 小松市立国府中学校 山本　幸世 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳 B銀賞

　中学校A部門　午前の部　　
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　大学部門　

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 金沢工業大学 古澤　香織 Ⅰ　トイズ・パレード 吹奏楽のための「ランドスケープ」 松下　倫士 B銀賞

2 金沢大学吹奏楽団 久々江　龍飛 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 「吹奏楽のための協奏曲」より 高　昌帥 Ａ金賞代表

　職場・一般部門　　

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 小松市民吹奏楽団 廣瀬　眞樹 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 月のない真夜中のように Ｍ.マルコフスキー Ａ金賞代表

2 かほく市吹奏楽団 西尾　正則 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 古都 ー 四季の彩り 八木澤　教司 B銀賞

3 百萬石ウィンドオーケストラ 仲田　守 Ⅰ　トイズ・パレード 春の猟犬 A.リード Ａ金賞代表

4 金沢吹奏楽研究会 村田　健太郎 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 エルトゥールル号の記憶～太陽と新月の絆～ 清水　大輔 C銅賞

　高等学校Ａ部門　　

団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果

1 石川県立金沢泉丘高等学校 宮澤　恒太 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 一つの声に導かれる時 Ｊ.ホゼイ C銅賞

2 小松大谷高等学校 加藤　圭 Ⅰ　トイズ・パレード シンフォニエッタ第３番「響きの森」 福島　弘和 B銀賞

3 遊学館高等学校 大嶋　直樹 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 復興 保科　洋 Ａ金賞代表

4 金沢学院大学附属高等学校 斉藤　忠直 Ⅰ　トイズ・パレード バレエ音楽「中国の不思議な役人」 Ｂ.バルトーク 加養　浩幸 A金賞代表・朝日新聞社賞

5 星稜高等学校 下村　健治 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」 Ｊ.マッキー B銀賞

6 石川県立金沢二水高等学校 藤田　国之 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス C銅賞

7 石川県立金沢桜丘高等学校 鏡　幸彦 Ⅰ　トイズ・パレード トリトン・エムファシス 長生　淳 Ａ金賞代表

8 石川県立金沢商業高等学校 倉山　正博 Ⅰ　トイズ・パレード ウインドオーケストラのためのマインドスケープ 高　昌帥 棄権

9 小松市立高等学校 安嶋　俊晴
Ⅴ　吹奏楽のための「幻想曲」

－アルノルト・シェーンベルク讃

ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・

ル・カレイドスコープ
天野　正道

Ａ金賞代表

10 石川県立小松明峰高等学校 木村　有孝
Ⅴ　吹奏楽のための「幻想曲」

－アルノルト・シェーンベルク讃
メディアの復讐の踊り Ｓ.バーバー Ｆ.ハドソン

Ａ金賞代表

11 金沢龍谷高等学校 竹内　寛
Ⅴ　吹奏楽のための「幻想曲」

－アルノルト・シェーンベルク讃
シンフォニエッタ第４番「憶いの刻」 福島　弘和

A金賞

12 石川県立小松高等学校 岡部　誠 Ⅰ　トイズ・パレード
交響曲第１番「ギルガメッシュ」より

Ⅰ.ギルガメシュとエンキドゥ、Ⅱ.巨人たちの戦い
Ｂ.アッペルモント

B銀賞

13 石川県立野々市明倫高等学校 桶川　亮一 Ⅳ　吹奏楽のための「エール・マーチ」 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より Ⅿ.アーノルド 天野　正道 C銅賞


