
第５９回北見地区吹奏楽団体コンクール出演団体一覧

８月５日（土）

第１部

中学校の部　C編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

東日本

賞

1 美幌町立北中学校吹奏楽部 25 交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和 林　祐一郎

2 大空町立女満別中学校吹奏楽部 25 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和 田島　夏樹

3 佐呂間町立佐呂間中学校吹奏楽部 18 ケルト・ラプソディー ケルト民謡 建部　知宏 丹野　良子

4 滝上町立滝上中学校吹奏楽部 13 波を超えてはるかに　～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋 大地　智之

5 津別町立津別中学校吹奏楽部 10 てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～ 福島　弘和 湯浅　啓介

6 遠軽町立南中学校吹奏楽部 23 メトロプレックス　～マンハッタンからの三枚の絵葉書～ ロバート・シェルドン 竹内　正斉

7 斜里町立斜里中学校吹奏楽部 25 ケルト民謡による組曲 建部　知弘 成戸　幸輔

8 北見市立常呂中学校吹奏楽部 18 ブルガリアの風～管楽合奏と打楽器群のための～ 伝承歌 宮林　俊博 飯島　凌

9 北見市立南中学校器楽部 25 「舞踏組曲」より　Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ・終曲 B.バルトーク 田川　伸一郎 熊谷　正人

10 網走市立第三中学校吹奏楽部 15 西遊記　～天竺への道～ 広瀬　勇人 松井　優二

11 小清水町立小清水中学校吹奏楽部 20 いつか見た海 足立　正 大平　亜紀子

12 美幌町立美幌中学校吹奏楽部 24 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史 河西　恭子

13 遠軽町立生田原中学校吹奏楽部 7 フラワー・クラウン 和田　直也 片岡　理恵

14 清里町立清里中学校吹奏楽部 17 歌劇「友人フリッツ」第一幕セレクション ピエトロ・マスカーニ 宮林　俊博 真田　侑季

15 雄武町立雄武中学校吹奏楽部 19 バレエ組曲「恋は魔術師」より マヌエル・デ・ファリャ 宮林　俊博 山下　喜久

16 網走市立第二中学校吹奏楽部 25 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 細木　雅彦

17 紋別市立紋別中学校吹奏楽部 20 ロスト・グレイス　～20人の管打楽器奏者のために
ジェリー・グラステイル

髙橋　英将

18 湧別町立湧別中学校吹奏楽部 22 絵のない絵本（改訂版） 樽屋　雅徳 三上　真由

19 北見市立端野中学校吹奏楽部 19 秘儀Ⅳ〈行進〉 西村　朗 櫻井　恵

20 湧別町立上湧別中学校吹奏楽部 22 「カルミナ・ブラーナ」より カール・オルフ ジョン・クランス 中野　義孝

21 興部町立興部中学校吹奏楽部 12 マカーム・ダンス 片岡　寛晶 堀田　風香

22 北見市立留辺蘂中学校吹奏楽部 15 ルーマニア民族舞曲 バルトーク 後藤　洋 山下　賢一

高等学校の部　B編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

東日本

賞

11 北海道北見柏陽高等学校器楽局 35 シネマ・シメリック 天野　正道 辻　正博

2 北海道紋別高等学校吹奏楽部 35 シネマ・シメリック 天野　正道 飛田野　克哉

3 北海道網走桂陽高等学校吹奏楽部 35 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より マスカーニ 宍倉　晃 矢内　美沙代



第５９回北見地区吹奏楽団体コンクール出演団体一覧

第２部

高等学校の部　C編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

東日本

賞

1 北海道訓子府・留辺蘂高等学校合同バンド 12 北の鳥たち 広瀬　勇人 太田　絢菜

2 北見藤女子高等学校吹奏楽局 25 風変わりな店 ロッシーニ レスピーギ 江頭　義人

3 北海道斜里・清里高等学校合同バンド 14 アカシアの樹 広瀬　勇人 井村　了介

4 北海道佐呂間高等学校吹奏楽局 12 リバーダンス ビル・ウィーラン 宮林　俊博 山本　真平

5 北海道興部高等学校吹奏楽部 11 沢地萃 天野　正道 小野　辰朗

6 北海道美幌高等学校吹奏楽部 25 セドナ
スティーブン・ライニキー

武田　侑子

7 北海道湧別高等学校吹奏楽局 24 ハンガリー狂詩曲　第2番 フランツ・リスト 石毛　里佳 海野　　雅

中学校の部　B編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

東日本

賞

1 紋別市立潮見中学校吹奏楽部 35 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史 宮崎　拓実

2 北見市立高栄中学校吹奏楽部 29 ストラクチュアⅡ 天野　正道 堀内　英三

3 北見市立東陵中学校吹奏楽部 26 レッドホエールの夢　－呼び声の彼方に－ 田村　修平 友定　明博

4 北見市立光西中学校吹奏楽部 35 交響曲第5番作品７４より　第2楽章　第4楽章 マルコム・アーノルド 瀬尾　宗利 三木田　秀明

5 訓子府町立訓子府中学校吹奏楽部 30 ピエトロ・モンタージュ 鈴木　英史 小倉　優樹

中学校の部　A編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

全国

賞

1 遠軽町立遠軽中学校吹奏楽部 44 Ⅱ
ラメント～『バッハのカンタータ「泣き、嘆き、憂い、慄き」とロ短調ミサ曲「十字架につけられ」の通奏低音による変奏曲』

フランツ　リスト 田村　文生 高橋　典子

2 北見市立北中学校吹奏楽部 45 Ⅳ 歌劇「トゥーランドット」より ジャコモ　プッチーニ 後藤　洋 段城　卓也

3 網走市立第一中学校吹奏楽部 38 Ⅳ 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 高　昌帥 橋本　一歩



第５９回北見地区吹奏楽団体コンクール出演団体一覧

８月６日（日）

第３部

小学校の部

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

東日本

賞

1 紋別市立紋別小学校金管バンド 17 ジュビリー・プレリュード フィリップ　スパーク 酒井　康晴

2 北見市立常呂小学校吹奏楽部 15 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳 渡辺　隆子

3 北見市立留辺蘂小学校吹奏楽部 19 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 鎌田　美里

4 大空町立女満別小学校金管クラブ 32 金管バンドのためのラプソディー３つの剣～愛・正義・友情～ 岩村　雄太 早坂　楓花

5 美幌小・東陽小合同バンド 56 月の湖 ケヴィン　ホウベン 小崎　美奈都

6 紋別市立潮見小学校金管バンド 26 大空のカンタータ 田嶋　勉 東　正輝

7 北見市立端野小学校ウインドオーケストラ 28 「希望の舟」　～薩摩維新伝～ 八木澤　教司 井林　七歩

8 湧別町立中湧別小学校金管バンド 7 フラワー・クラウン 和田　直也 小沼　修司

9 遠軽町立東小学校吹奏楽部 42 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 鞠古　真奈美

10 小清水町立小清水小学校金管バンド 23 ラ　ストーリア ヤコブ　デ　ハーン 渡辺　岳男

11 遠軽町立遠軽小学校金管バンド 16 ブラスバンドのための小組曲 マルコム・アーノルド 加藤　玲奈

12 北見市立北光小学校スクールバンド 32 ライオン・キング
ジマー　エルトン・ジョン　ティム・ライス

テッド・パーソン 長谷川　真

13 網走市立網走小学校ブラスバンド 25 ブラスバンドのための小組曲 マルコム・アーノルド 上杉　一弘

14 遠軽町立南小学校金管バンド 25 コードによる変奏曲 ヤン　デ＝ハーン 小関　直幸

15 清里町立清里小学校金管バンド 25 金管バンドのための　ウェールズの歌
アルバート・オリヴァー・ディヴィス

後藤　洋 西田　朱里

16 訓子府町立訓子府小学校スクールバンド 22 秋風の旅人 足立　正 水見　晴海



第５９回北見地区吹奏楽団体コンクール出演団体一覧

第４部

職場一般の部　小編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

1 紋別吹奏楽団 35 ハンガリー狂詩曲　第2番 フランツ・リスト アルフレッド・リード 喜多　俊晴

2 斜里吹奏楽団 26 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳 井村　了介

3 美幌吹奏楽団 35 「メリーマウント組曲」より第4楽章　第2幕への前奏曲とメイポールダンス ハワード・ハンソン 下田　和輝 牛島　義蔵

高等学校の部　A編成

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

全国

賞

1 北海道北見緑陵高等学校吹奏楽部 44 Ⅲ 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 河西　未来生

2 北海道遠軽高等学校吹奏楽局 55 Ⅳ 交響曲第1番〈アークエンジェル〉より
フランコ・チェザリーニ

髙橋　利明

3 北海道北見北斗高等学校吹奏楽局 55 Ⅱ 交響曲第3番より　第1楽章・第3楽章・第4楽章 ジェイムズ・バーンズ 相内　亮一

4 北海道網走南ヶ丘高等学校吹奏楽局 55 Ⅴ シャコンヌ　無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調より
ヨハン・セバスティアン・バッハ

根本　直人 竹内　亘

5 北海道北見商業高等学校吹奏楽局 52 Ⅱ ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲
クロード・トーマス・スミス

北森　康義

職場一般の部

No. 団体名 人数 課題曲 自由曲 作曲者 編曲者 指揮者 賞

全道

賞

全国

賞

1 遠軽青少年吹奏楽団 42 Ⅳ 交響曲第1番「アークエンジェルズ」
フランコ・チェザリーニ

海野　雅

2 北見交響吹奏楽団 65 Ⅲ バッハの名による幻想曲とフーガ フランツ・リスト 田村　文生 村本　寛太郎

3 北見吹奏楽団 63 Ⅰ 交響詩「モンタニャールの詩」
ヤン・ヴァン・デル・ロースト

松田　彰光

4 網走吹奏楽団 52 Ⅱ 復興 保科　洋 細木　雅彦


