
第４８回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１５年８月２・３日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室小学校 加藤　祐子 D.シェイファー 金賞・代表

2 北栄小学校 増田　典靖 A.O.デイヴィス 金賞

3 池田小学校 舘田　真 J.ヴァン デル ロースト 金賞・代表

4 足寄小学校 野原　一郎 B.アッペルモント 金賞

5 稲田小学校 本間　三千代 T.O.バハーマン 銀賞

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 清水高等学校 泉川　大輔 B.バルトーク 金賞

2 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 福島　弘和 銀賞

3 大樹高等学校 続木　辰也 M.ラヴェル 金賞・代表

4 本別高等学校 高橋　哲夫 P.スパーク 銀賞

5 足寄高等学校 笠原　禎 大栗　裕 銀賞

6 芽室高等学校 佐藤　和彦 櫛田　昳之扶 銀賞火の伝説

演奏曲目

１５のハンガリー農民の歌　より

北からの風よ

組曲「クープランの墓」より　Ｉ．プレリュード　ＩＶ．リゴードン

ノルウェイのロンド

吹奏楽のための神話 ～天の岩屋戸の物語による

演奏曲目

セレモニー　チャント＆リチュアル

金管バンドのための　ウェールズの歌より　　Ｉ．ＩＩＩ

コンダクム

アイヴァンホー

地平線の向こうへ
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芽室高等学校 佐藤 和彦 櫛田 昳之扶 銀賞

7 広尾高等学校 小笠原　規雄 櫛田　昳之扶 銀賞

高等学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広柏葉高等学校 太田　究 O.レスピーギ 金賞

2 池田高等学校 平　三也 J.デ.ハーン 金賞・代表

中学校Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 南町中学校 辻　勝行 IV 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より　ＩＩＩ．祭り 伊藤　康英 銀賞

2 緑園中学校 井口　観慈 IV 序曲「ピータールー」 M.アーノルド 金賞・代表

3 帯広第一中学校 藤崎　博人 III 海と男達の歌 R.W.スミス 金賞

火 伝説

斑鳩の空

演奏曲目

サバの女王ベルキス　より　２．戦いの踊り　３．夜明けのベルキスの踊り　４．狂宴の踊り

バンヤルカ
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中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 大空中学校 藤崎　禎人 J.ヒメネス 銀賞

2 緑南中学校 藤原　里絵 J.スウェアリンジェン 銀賞

3 芽室西中学校 阪本　幸子郎 G.フォーレ 金賞

4 豊頃中学校 千葉　央子 J.スウェアリンジェン 銀賞

5 芽室中学校 野上　泰宏 伊藤　康英 金賞

6 浦幌中学校 三上　和宏 I.ストラヴィンスキー 銀賞

7 上士幌中学校 杉野　成二郎 建部　知弘 金賞

8 士幌町中央中学校 高久　幹也 J.スウェアリンジェン 銀賞

9 帯広第六中学校 宗岡　芳樹 B.バルトーク 銀賞

10 清水中学校 田中　雄 J.ヴァン デル ロースト 金賞・代表

11 新得中学校 牧野　洋子 B.バルトーク 銀賞

12 共栄中学校 杉山　雅和 A.W.ケテルビー 銀賞

13 札内東中学校 細野　ゆきえ B.バルトーク 金賞・代表

14 広尾中学校 坂下　理沙 J.スウェアリンジェン 銀賞

プスタ

「ハンガリーの風景」より　Ｉ．セークレルとの夕べ　Ｖ．豚飼いの踊り

ペルシャの市場にて

１５のハンガリー農民の歌　より　７～１５

センチュリア

「ルイス・アロンソの結婚」より　間奏曲

アヴェンテューラ

組曲「ドリー」より　１．子守歌　６．スペイン風の踊り

マジェスティア

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より　ＩＩＩ．祭り

バレエ組曲「火の鳥」　より　魔王カスチェイラー党の凶悪な踊り、終曲

ケルト・ラプソディ

コヴィントン広場

民謡の旋律によるロンド

演奏曲目
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広尾中学校 坂下 理沙 ウ アリンジ ン 銀賞

15 音更中学校 藤井　亜希子 G.ピエルネ 銀賞

16 本別中学校 植松　恵 R.シェルドン 銀賞

17 帯広第三中学校 小柳　潤子 E..グラナドス 銅賞

18 鹿追中学校 赤部　順哉 天野　正道 金賞・代表

19 幕別中学校 野津　智子 F.レハール 金賞

中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広第二中学校 笠原　秀紀 P.クレストン 銀賞

2 札内中学校 大城　裕貴 高橋　新哉 銀賞

3 池田中学校 大原　卓也 M.アーノルド 金賞

4 下音更中学校 千葉　順子 J.ヴァン デル ロースト 銀賞

5 帯広第五中学校 大井　貴裕 F.レハール 金賞・代表

6 帯広第八中学校 新倉　祐里 J.バーンズ 銀賞

7 帯広第四中学校 吉田　操織 B.アッペルモント 銀賞

8 西陵中学校 久保　陸則 S.ライニキー 金賞・代表

9 足寄中学校 黄木　恵 V.ネリベル 金賞

10 大樹中学校 佐藤　里香 福島　弘和 金賞

演奏曲目

プレリュードとダンス　作品７６

Jａｌａｎ－Jａｌａｎ　～神々の島の幻影～

プレリュード、シチリアーノとロンド

プスタ　４つのジプシ－組曲より　Ｉ．II．ＩＩＩ

喜歌劇「メリー　ウィドウ」セレクション

ヒーザーウッド・ポートレイト

アイヴァンホー

金と銀

神々の運命

交響的断章

じんじん　（沖縄わらべうた　より）

私の子供たちのためのアルバム　より　守護天使の夜、昔の歌、ファランドール

ブルール　リバー　セレブレーション

スペイン舞曲集　より　ロンダーリャ、アラゴネーサ

おほなゐ～1995.1.17阪神淡路大震災へのオマージュ～より　１楽章「瓦解」　３楽章「復興そして祈り」
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高等学校Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 帯広北高等学校 米田　陽紀 III パシフィック　コメモレーション M.キャンプハウス 金賞

2 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 IV ステラー　ウインド 鋒山　亘 金賞

3 帯広三条高等学校 島田　聖二 IV イーストコーストの風景　より　Ｉ．シェルターアイランド　II．キャッツキル山脈　ＩＩＩ．ニューヨーク N.ヘス 金賞・代表

大学Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広畜産大学 河原　哲平 P.スパーク 金賞・代表

一般Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 足寄吹奏楽団 大塚　康次 J.ヴァン デル ロースト 金賞・代表

2 タイキスーパーバンド 続木　辰也 建部　知弘 金賞

職場Ｂ編成

演奏曲目

ハイランド賛歌

演奏曲目

ダイナミカ

ケルト・ラプソディー
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職場Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 六花亭製菓（株） 小笠原　規雄 C.サン サーンス 金賞・代表

一般Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広吹奏楽団 織田　雅徳 岩井　直溥 金賞・代表

歌劇「サムソンとデリラ」より　バッカナール

演奏曲目

光と影

演奏曲目

帯広地区吹奏楽連盟


