
北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

１月１９日（土）

中学校木管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 北見光西中学校 ピッコロ 歌劇『清教徒』より　≪あなたの優しい声が≫ ベッリーニ

2 北見北中学校 フルート カルメン・ファンタジーより ボルヌ

3 訓子府中学校 フルート コンチェルティーノ シャミナーデ

4 女満別中学校 フルート ソナタ　1楽章 プーランク

5 津別中学校 フルート アンダンテ　パストラーレ　アンド　スケルツェティーノ タファネル

6 湧別中学校 フルート ロンド モーツァルト

7 遠軽中学校 フルート フルートとピアノのための組曲よりⅠ ヴィドール

8 紋別潮見中学校 クラリネット コンチェルティーノ ウェーバー

9 端野中学校 クラリネット 4つの個性的な小品より　第1楽章バラード ハールストン

10 美幌北中学校 クラリネット クラリネットとピアノのためのソナタ　第2楽章 バーンスタイン

11 紋別中学校 クラリネット クラリネットとピアノのためのソナタ サン＝サーンス

12 美幌中学校 クラリネット ソロ・デ・コンクール ラボー

13 常呂中学校 アルトサキソフォン スカラムーシュ ミヨー

14 雄武中学校 アルトサキソフォン プロバンスの風景　Ⅱ・Ⅲ楽章 モーリス

15 斜里中学校 アルトサキソフォン ピケーナ　チャルダッシュ イテュラルデ

16 北見東陵中学校 アルトサキソフォン プロバンスの風景　Ⅱ・Ⅲ楽章 モーリス

17 遠軽南中学校 アルトサキソフォン スカラムーシュ　Ⅱ・Ⅲ ミヨー

18 留辺蘂中学校 アルトサキソフォン シャンソンとパスピエ リュエフ

19 網走第二中学校 テナーサキソフォン ファンタジー ベルーダ

20 北見南中学校 バリトンサキソフォン 「組曲」～Ⅲ・Ⅳ ボノ―

中学校金管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 津別中学校 トランペット ファンタジー バラ

2 常呂中学校 トランペット トランペット協奏曲より ハイドン ロンダ

3 滝上中学校 トランペット トランペット吹きの子守歌 アンダーソン

4 美幌中学校 トランペット ベニスの謝肉祭変奏曲 アーバン

5 紋別潮見中学校 トランペット ファンタジー バラ

6 紋別中学校 ホルン 島にて ボザ

7 訓子府中学校 ホルン ホルン協奏曲第4番　第3楽章 モーツァルト

8 遠軽中学校 ホルン ホルン協奏曲第１番　第１楽章 モーツァルト

9 遠軽南中学校 ホルン ホルン協奏曲第１番　第１楽章 モーツァルト

10 網走第二中学校 トロンボーン コンサート　ピース ギルマン

11 女満別中学校 トロンボーン コンサート・ピース ビュッセル

12 美幌北中学校 ユーフォニアム とっかあた 中橋　愛生

13 清里中学校 ユーフォニアム イントロダクションとダンス バラ

14 北見東陵中学校 ユーフォニアム ラプソディー カーナウ

15 網走第一中学校 ユーフォニアム パナシェ デュハースト

16 湧別中学校 ユーフォニアム パナシェ デュハースト

17 留辺蘂中学校 チューバ 小さな黒人 ドビュッシー 渡邉　鉄雄

18 網走第三中学校 チューバ テューバのための組曲　１楽章　３楽章 ハダット



北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

中学校アンサンブルの部

順 団体名 編成 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 北見南中学校 打楽器四重奏 ジ・インペリアル・コード グラステイル

2 斜里中学校 管打八重奏 コタンの雪 福島　弘和

3 滝上中学校 管打八重奏 夢への冒険 福島　弘和

4 網走第三中学校 管打八重奏 沢地萃 天野　正道

5 紋別中学校 管打八重奏 優雅なインドの国々 ラモー 宮林　俊博

6 端野中学校 管打八重奏 テレプシコーレ舞曲集 プレトリウス 宮林　俊博

7 雄武中学校 管打八重奏 動物の謝肉祭よりⅠ　（「象」・「終曲」） サン＝サーンス 山本　教生

8 網走第一中学校 管打八重奏 あやつり人形劇場 福島　弘和

9 北見光西中学校 管打八重奏 時の栞 對馬　樹

10 訓子府中学校 管打八重奏 町人貴族 リュリ 宮林　俊博

11 女満別中学校 管打八重奏 コタンの雪 福島　弘和

12 清里中学校 管打六重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Ⅱより　Ⅳ、Ⅴ 戸田　顕

13 常呂中学校 管打五重奏 ソナタ第11番より モーツァルト 山本　教生

14 留辺蘂中学校 管楽六重奏 小さな楽団のための組曲 高橋　宏樹

15 美幌北中学校 金管八重奏 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より　第5楽章　フンダドーレ…そしてシャンパンをもう一本 リチャーズ 朝比奈　輝臣

16 遠軽中学校 金管八重奏 コラールとトッカータ 福島　弘和

17 上湧別中学校 金管八重奏 もう一匹の猫　「クラーケン」 ヘイゼル

18 北見高栄中学校 金管八重奏 てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～ 福島　弘和

19 紋別潮見中学校 金管七重奏 金管7重奏のための“ティー・タイム” 高橋　伸哉

20 遠軽南中学校 金管六重奏 メトロポリス 本田　優一郎

21 網走第二中学校 木管八重奏 バレエ音楽「恋は魔術師」より　パントマイム、火祭りの踊り ファリャ 黒川　圭一

22 北見東陵中学校 木管八重奏 3つのモラヴィア舞曲 ヤナーチェク 山本　教生

23 津別中学校 木管六重奏 性格的な舞曲 チャイコフスキー 山本　教生

24 湧別中学校 クラリネット五重奏 歌劇「ナブッコ」より序曲 ヴェルディ 井澗　昌樹

25 美幌中学校 クラリネット四重奏 クラリネット4重奏のためのクローバーファンタジー 三浦　真理

26 興部中学校 クラリネット四重奏 スケルツェット,パヴァーヌとゴパーク ジェイコブ



北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

１月２０日（日）

小学校木管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 端野小学校 クラリネット チャルダッシュ モンティ

2 留辺蘂小学校 アルトサキソフォン リベルタンゴ ピアソラ

3 遠軽東小学校 アルトサキソフォン シャンソンとパスピエ リュエフ

1 留辺蘂小学校 トランペット イギリス組曲 フィッツジェラルド

2 遠軽東小学校 コルネット ファンタジー バラ

3 紋別小学校 コルネット トランペット協奏曲より ハイドン

4 美幌小学校 アルトホルン つむじ風 グレイアム

5 北見中央小学校 トロンボーン トロンボーン　コンチェルト リムスキー＝コルサコフ

6 端野小学校 ユーフォニアム 大きな古時計の主題による変奏曲 ワーク 小山　和彦

7 網走小学校 ユーフォニアム イントロダクションとダンス バラ

8 北見北光小学校 ユーフォニアム ラプソディー カーナウ

9 女満別・豊住小学校 ユーフォニアム キャリオカ ユーマンズ 伊藤　康英

10 遠軽小学校 チューバ テューバのための組曲 ハダット

11 美幌東陽小学校 チューバ ア　タッチ　オブ　チューバ デドリック

高校木管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 雄武高等学校 フルート ソナタ　第１楽章 プーランク

2 網走南ヶ丘高等学校 フルート ハンガリー田園幻想曲 ドップラー

3 網走桂陽高等学校 フルート ファンタジー ユー

4 北見柏陽高等学校 フルート ソナチネ ディティーユ

5 湧別高等学校 クラリネット ソロ・デ・コンクール ラボー

6 遠軽高等学校 クラリネット 序奏とロンド ヴィドール

7 北見藤女子高等学校 クラリネット デュオ ブルグミューラー

8 清里高等学校 クラリネット ソロ・デ・コンクール メサジェ

9 北見北斗高等学校 アルトサキソフォン アルトサクソフォーンとピアノのためのソナタ クレストン

10 紋別高等学校 アルトサキソフォン ディベルティメント ブートリー

11 北見商業高等学校 アルトサキソフォン ブリヤンスより　第1楽章、第4楽章 ゴトコフスキー

12 北見緑陵高等学校 バリトンサキソフォン アルペッジョーネ・ソナタ シューベルト フルモー



北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

小学校アンサンブルの部

順 団体名 編成 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 留辺蘂小学校 管打八重奏 沢地萃 天野　正道

2 遠軽小学校 管打八重奏 時の栞 對馬　樹

3 北見中央小学校 管打八重奏 名も無き物語 宮川　成治

4 小清水小学校 管打八重奏 フランス・ルネサンス舞曲集より ジェルヴェーズ

5 美幌小学校 金管八重奏 ラプソディ 平吉　毅州

6 網走小学校 金管八重奏 文明開化の鐘 高橋　宏樹

7 女満別・豊住小学校 金管八重奏 花の狂乱 三澤　慶

8 美幌東陽小学校 金管八重奏 律の調 中川　英二郎

9 遠軽南小学校 金管八重奏 １２の英雄的行進曲 テレマン 水口　透

10 中湧別小学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介

11 紋別小学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 プレトリウス 佐藤　正人

12 北見北光小学校 金管五重奏 空想・おもちゃ・夢より　古いスパニオレッタ　話してダフネ　サ・フー ファーナビー ハワース

13 端野小学校 サキソフォン四重奏 万葉 櫛田　胅之扶

14 遠軽東小学校 木管七重奏 弦楽四重奏曲第２番より第４楽章「オリエンタル」 グリエール 川原　明夫

高校金管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 北見藤女子高等学校 トランペット アンダンテとアレグロ ロパルツ

2 美幌高等学校 コルネット 華麗なる幻想曲 アーバン

3 遠軽高等学校 ホルン ホルン協奏曲第1番　第1楽章 モーツァルト

4 北見商業高等学校 ホルン ホルン協奏曲第3番　第1楽章 モーツァルト

5 北見緑陵高等学校 ホルン ホルン協奏曲第4番　第3楽章 モーツァルト

6 雄武高等学校 トロンボーン トロンボーンのための小協奏曲 ザクセ

7 網走南ヶ丘高等学校 トロンボーン コンサート・ピース ドゥラヌー

8 紋別高等学校 ユーフォニアム コンサート　ファンタジー コーズ

9 北見北斗高等学校 ユーフォニアム サザンクロス クラーク

10 網走桂陽高等学校 ユーフォニアム ラプソディー カーナウ

11 北見柏陽高等学校 ユーフォニアム アンダンテとアレグロ バラ

12 湧別高等学校 ユーフォニアム エレゲイア 天野　正道

13 佐呂間高等学校 チューバ アンダンテとロンド カプッツィ

一般木管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 網走吹奏楽団 フルート シリンクス ドビュッシー

一般金管個人の部

順 団体名 楽器名 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 網走吹奏楽団 トランペット きらきら星変奏曲 モーツァルト 中村　拓也



北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

高校アンサンブルの部

順 団体名 編成 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 北見商業高等学校 打楽器八重奏 ヨハネ黙示録の天使たち ギリングハム

2 佐呂間高等学校 管打八重奏 中世の旋律による音楽帖 アテニャン 宮林　俊博

3 湧別高等学校 管打八重奏 ハオルシア 清水　大輔

4 斜里高等学校 管楽八重奏 てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～ 福島　弘和

6 訓子府高等学校 管楽六重奏 組曲　「クープランの墓」より ラヴェル 山本　教生

7 北見緑陵高等学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介

8 美幌高等学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管６重奏のために 片岡　寛晶

8 北見柏陽高等学校 サキソフォン四重奏 アンダンテとスケルツォ ボザ

9 北見藤女子高等学校 サキソフォン四重奏 祀りーサックス４重奏のための 高橋　宏樹

10 網走南ヶ丘高等学校 木管八重奏 ルーマニア民族舞曲 バルトーク 小林聡

11 遠軽高等学校 クラリネット四重奏 スリー・ラテン・ダンス ヒケティック

12 紋別高等学校 クラリネット四重奏 オーディションのための「6つの小品」より デュファイ

13 北見北斗高等学校 フルート五重奏 記憶　ピッコロと4本のフルートのための 山田　悠人

一般アンサンブル

順 団体名 編成 演奏曲名 作曲者名 編曲者名

1 遠軽青少年吹奏楽団 金管八重奏 スリーダンス・エピソード グレグソン

2 北見吹奏楽団 金管五重奏 キャッチ　ザ　スピリット 河田　理奈

3 紋別吹奏楽団 金管五重奏 アメリカンイメージよりアーリーデイズ ロブリー

4 北見工大・日赤看護大合同吹奏楽部 サキソフォン四重奏 アリオンの琴歌 八木澤　教司

5 網走吹奏楽団 木管三重奏 トリオ ドヴィエンヌ デヨンヘ


