
団体名 指揮者 課題曲 自由曲名 作曲　 編曲 結果 北陸大会　結果

1 石川県立能登高等学校 三矢　陽平 さくらさくら 元禄（2020年版）～フレキシブル・アンサンブルのための 櫛田　胅之扶 C銅賞

2 石川県立金沢西高等学校 喜多　一弘 アニー・ローリー ルーマニア民族舞曲 Ｂ.バルトーク 坂井　貴祐 C銅賞

3 石川県立羽咋高等学校 甲野　和美 さくらさくら 白墨の輪へのオマージュ ～グルシェの愛～ 福島　弘和 A金賞

4 石川県立輪島高等学校 作井　美咲 アニー・ローリー 神々の運命 Ｓ.ライニキー Ｍ.コナウェイ C銅賞

5 石川県立飯田高等学校 錦木　佑可子 グリーンスリーヴス こびとの森 広瀬　勇人 棄権

6 鵬学園高等学校 浮田　裕貴 さくらさくら 鬼姫～ある美しき幻影～ 田村　修平 A金賞代表 C銅賞

7 石川県立大聖寺高等学校 髙野　英樹 アニー・ローリー 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和 B銀賞

8 石川県立工業高等学校 斉藤　美穂子 アニー・ローリー KAーGUーRA 福田　洋介 C銅賞

9 石川県立鹿西高等学校 西村　賀世子 さくらさくら スプリングフィールド 広瀬　勇人 C銅賞

10 金沢大学附属高等学校 斎藤　瑞紀 ふじの山 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和 B銀賞

11 金沢市立工業高等学校 谷内　昭彦 朧月夜 Jalan-jalan　神々の島の幻影 髙橋　伸哉 A金賞

12 石川県立七尾東雲高等学校 大髙　宗浩 さくらさくら エトピリカ 葉加瀬　太郎 島津　秀雄 B銀賞

13 石川県立小松商業高等学校 桶川　亮一 ふじの山 シンフォニック・バンドのためのパッサカリア 兼田　敏 B銀賞

14 石川県立七尾高等学校 高森　まどか さくらさくら 風姿花伝～秘すれば花 福島　弘和 A金賞代表 C銅賞

15 日本航空高等学校石川 藤井　一弥 朧月夜 大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 鈴木　英史
A金賞代表
朝日新聞賞

C銅賞

16 北陸学院中学校・高等学校 藤田　賢太朗 朧月夜 スピリティッド・アウェイ 久石 譲・木村 弓 森田　一浩 B銀賞

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 ロマネスク Ｊ.スウェアリンジェン 優秀賞

2 石川県立小松明峰高等学校 木村　有孝 スピリティッド・アウェイ 久石 譲・木村 弓 森田　一浩 優秀賞

3 金沢学院大学附属高等学校 斉藤　忠直 マードックからの最後の手紙（2021年版） 樽屋　雅徳 最優秀賞

4 小松市立高等学校 安嶋　俊晴 たなばた 酒井　格 優秀賞

5 星稜高等学校 下村　健治 管楽のためのアダージョ Ｊ.ヴァン＝デル＝ロースト 優秀賞
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1 羽咋市立羽咋小学校 中谷　規雄 ポンセ・デ・レオン Ｊ.オリヴァドーティ A金賞代表 B銀賞

2 金沢市立大浦小学校 後藤　理利 「ハイドンの主題による変奏曲」より Ｊ.ブラームス 山本　教生 B銀賞
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1 白山市立笠間中学校 塚本　万里子 アニー・ローリー ハルニレの木 広瀬　勇人 C銅賞

2 加賀市立山中中学校 山下谷　美加 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 B銀賞

3 加賀市立片山津中学校 安井　技 アニー・ローリー ショート・ストーリーズ 江原　大介 B銀賞

4 穴水町立穴水中学校 友延　恵美子 アニー・ローリー エグザルテーション Ｊ.スウェアリンジェン A金賞

5 白山市立北辰中学校 小川　卓朗 アニー・ローリー ヴィクトリー Ｒ.ガランテ A金賞代表 B銀賞

6 小松市立御幸中学校 大橋　望 さくらさくら 小さなバンドのための奇想曲「じゅげむ」 足立　正 B銀賞

7 小松市立中海中学校 髙村　えりか アニー・ローリー スターライト・ウィンク 髙橋　伸哉 C銅賞

8 津幡町立津幡中学校 奥泉　清人 アニー・ローリー 元禄 櫛田　胅之扶 A金賞

9 白山市立光野中学校 奥田　さや アニー・ローリー シリウス　～煌めく星～ 福島　弘和 A金賞

10 七尾市立能登香島中学校 清水　富美子 さくらさくら ブリュ・ジ・メタン 郷間　幹男 B銀賞

11 珠洲市立緑丘中学校 西尾　百 ふじの山 こびとの森 広瀬　勇人 C銅賞

12 加賀市立東和中学校 中村　光貴 アニー・ローリー レールウェイ 髙橋　伸哉 C銅賞

13 金沢市立金石中学校 森　英玲菜 さくらさくら セレブレーション・アンド・ソング Ｒ.シェルドン B銀賞

14 七尾市立中島中学校 常陸　泰子 赤とんぼ 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 羽咋市立羽咋中学校 森田　正秀 アニー・ローリー 青のやまなみ 広瀬　勇人 B銀賞

16 宝達志水町立宝達中学校 岡田　のり子 アニー・ローリー 吹奏楽のための小狂詩曲 大栗　裕 B銀賞

17 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

18 小松市立丸内中学校 春田　真梨子 ふじの山 氷河特急 髙橋　伸哉 A金賞

19 小松市立芦城中学校 蓮井　洋美 アニー・ローリー 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和
A金賞代表
朝日新聞賞

C銅賞

20 志賀町立志賀中学校 佐野　遥香 さくらさくら セレブレーション・アンド・ソング Ｒ.シェルドン A金賞代表 C銅賞
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1 金沢市立城南中学校 橋爪　赳之 アニー・ローリー エグザルテーション Ｊ.スウェアリンジェン B銀賞

2 能美市立寺井中学校 阿部　愛香 アニー・ローリー シリウス　～煌めく星～ 福島　弘和 C銅賞

3 白山市立美川中学校 北山　義隆 朧月夜 ルーマニア民族舞曲 Ｂ.バルトーク 後藤　洋 A金賞代表 B銀賞

4 金沢市立小将町中学校 田中　響一 アニー・ローリー 波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋 B銀賞

5 七尾市立七尾中学校 小寺　久美子 さくらさくら マルテニッツァ　春の序曲 Ｐ.スウェルツ B銀賞

6 小松市立国府中学校 山谷　由美 朧月夜 ガリバー旅行記 Ｂ.アッペルモント A金賞

7 金沢市立鳴和中学校 西川　果那 アニー・ローリー ガルーダの翼 広瀬　勇人 A金賞

8 輪島市立輪島中学校 木村　伊吹 さくらさくら プロローグ・ワン 田村　修平 A金賞

9 金沢市立紫錦台中学校 片岡　真琴 朧月夜 グレイト・ロコモーティヴ・チェイス Ｒ.W.スミス B銀賞

10 かほく市立高松中学校 山本　美幸 アニー・ローリー シンフォニック・バンドのためのパッサカリア 兼田　敏 B銀賞

11 かほく市立河北台中学校 西田　徹 ふじの山 梁塵秘抄～熊野古道の幻想～ 福島　弘和 A金賞代表 B銀賞

12 小松市立南部中学校 松下　幸子 朧月夜 ペドロの奇跡の夜 樽屋　雅徳 B銀賞

13 小松市立安宅中学校 山本　陽一 アニー・ローリー 北の鳥たち 広瀬　勇人 C銅賞

14 小松市立松東みどり学園 山本　幸世 荒城の月 アルタミラ 八木澤　教司 C銅賞

15 七尾市立七尾東部中学校 福井　三佳 アニー・ローリー カルカソンヌの城 広瀬　勇人 C銅賞

16 金沢市立清泉中学校 大久保　朔実 アニー・ローリー 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 B銀賞

17 金沢市立額中学校 嶋田　景子 赤とんぼ シリウス　～煌めく星～ 福島　弘和 B銀賞

18 金沢市立緑中学校 辻　ひかる アニー・ローリー アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和 A金賞

19 中能登町立中能登中学校 酒道　なつみ 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
朝日新聞賞

C銅賞

20 能登町立柳田中学校 奥野　仁美 アニー・ローリー ３つのチェコ民謡 Ｊ.ヴィンソン C銅賞

21 かほく市立宇ノ気中学校 栁澤　美里 アニー・ローリー 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司 A金賞

　中学校Ｂ部門　午後の部

　中学校Ｂ部門　午前の部　　


