
第４９回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１６年７月３１日・８月１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

2 足寄小学校 川口　亜希子 Ｅ.デル ボルゴ 金賞

3 池田小学校 髙田　育子 Ｓ.ライニキー 金賞・代表

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 伊藤　康英 金賞

2 大樹高等学校 続木　辰也 バルトーク.Ｂ 金賞・代表

3 足寄高等学校 高橋　哲夫 Ｃ.ドビュッシー 銀賞

4 本別高等学校 小笠原　智美 Ｊ. デ　ハーン 銀賞

5 上士幌高等学校 石井　孝幸 バルトーク.Ｂ 銀賞

6 広尾高等学校 小笠原　規雄 ヘルメスバーガー 銀賞

7 鹿追高等学校 蜂谷　晶子 Ｂ. アッペルモント 銀賞

8 芽室高等学校 佐藤　和彦 櫛田　昳之扶 銀賞

演奏曲目

吹奏楽のための交響詩　ぐるりよざ　より　III.祭り

小組曲　より　III.メヌエット　IV.バレエ

フェスタ　パエザーナ

ルーマニア民族舞曲

悪魔の踊り

斑鳩の空　より　夢殿、まほろば、里人の踊り

ガリバー旅行記　より　Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ

演奏曲目

テンペスト　ライジング

古代の歌と踊り

ここに鷲は舞い上がる

組曲　op14 より　I. II. III.
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芽室高等学校 佐藤 和彦 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 池田高等学校 平井　恵一 天野　正道 金賞・代表

2 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 小長谷　宗一 金賞

3 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 Ｂ．アッペルモント 銀賞

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 I 天地創造　より　ノアの方舟、メインテーマ 黛　　　俊郎 銀賞

2 緑園中学校 井口　観慈 I ローザのための楽章　公民権運動のヒロイン　ローザ・パークスに捧ぐ Ｍ.キャンプハウス 金賞・代表

3 帯広第一中学校 藤崎　博人 I フォスター　ギャラリー　より　I. VIII. XIII Ｍ. グールド 金賞

鳩 り 夢殿、 、 踊り

演奏曲目

抑圧から解放へ

日本の調べ

アブサロン
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中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 浦幌中学校 三上　和宏 Ｊ．Ｌ．ホゼイ 銀賞

2 豊頃中学校 吉田　操織 グラナドス 銀賞

3 鹿追中学校 武山　公之 Ｂ．アッペルモント 金賞・代表

4 札内東中学校 細野　ゆきえ 福島　弘和 金賞

5 士幌町中央中学校 田中　　雄 Ｊ. Ｂ．チャンス 金賞

6 音更中学校 植松　　恵 大栗　　裕 銀賞

7 共栄中学校 千葉　央子 Ｇ. ピエルネ 銀賞

8 上士幌中学校 杉野　成二郎 バルトーク.Ｂ 銀賞

9 帯広第六中学校 宗岡　芳樹 Ｇ. ピエルネ 金賞・代表

10 芽室西中学校 阪本　幸子郎 Ｃ.ドビュッシー 金賞

11 緑南中学校 藤原　里絵 Ｄ．シェイファー 銀賞

12 大樹中学校 佐藤　里香 福島　弘和 銀賞

13 帯広第五中学校 山崎　千寿子 ケルト民謡 銀賞

14 広尾中学校 坂下　理沙 Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー 銀賞

ロンダーリャ・アラゴネーサ

エリコ

柳絮の舞

朝鮮民謡の主題による変奏曲

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

ルーマニア民族舞曲

私の子供たちのためのアルバム　より

アラベスク

柳絮の舞

ケルト・ラプソディー

２４の小品　より　第１集　ワルツ、朝の祈り、ロシアの歌、おもちゃの兵隊

吹奏楽のための小狂詩曲

演奏曲目

ペルシス

小組曲　より　I.小舟にて、IV.バレエ
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広尾中学校 坂下 理沙 チャイ キ 銀賞

15 新得中学校 青木　香奈美 バルトーク.Ｂ 銅賞

16 池田中学校 大原　卓也 Ｆ．Ｖ．スッペ 金賞・代表

17 本別中学校 金内　美奈子 Ｊ．バーンズ 銀賞

18 大空中学校 藤崎　禎人 Ｊ．マスネ 金賞

19 清水中学校 野津　智子 Ａ．リード 金賞

20 帯広第三中学校 小柳　潤子 バルトーク.Ｂ 銅賞

21 幕別中学校 石丸　揚一朗 Ｊ．オッフェンバック 金賞

アルメニアンダンス　パートI

１５のハンガリー農民の歌

喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲

品 り 第 集 、朝 祈り、 歌、 兵隊

ルーマニア民族舞曲

ウィーンの朝、昼、晩　序曲

アルヴァーマー序曲

風俗的小品集　op.10 より　行進曲、舟歌、リゴドン
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中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 札内中学校 大城　裕貴 Ｂ．アッペルモント 金賞

2 帯広第八中学校 荒地　ゆかり Ｃ．ツェラー 金賞・代表

3 足寄中学校 武野　　恵 Ｇ．ホルスト 銀賞

4 帯広第二中学校 笠原　秀紀 天野　正道 金賞

5 下音更中学校 杉山　雅和 Ａ．リード 銀賞

6 芽室中学校 高田　　剛 Ｅ．フンパーディンク 金賞

7 帯広第四中学校 福崎　　祐 ケルト民謡 銀賞

8 西陵中学校 久保　睦則 Ｄ．ギリングハム 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 Ｌ．バーンスタイン 金賞・代表

一般Ｃ編成

エル　カミーノ　レアル

ケルト　ラプソディー

ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス

演奏曲目

キャンディード組曲

組曲「惑星」　より　木星

「ＧＲ」　より　シンフォニック・セレクション

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」 より　祈りとパントマイム

喜歌劇「小鳥売り」セレクション

演奏曲目

ノアの方舟
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般Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 タイキスーパーバンド 続木　辰也 Ｃ．ドビュッシー 金賞・代表

高等学校Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 帯広三条高等学校 島田　聖二 II ミス　サイゴン Ｃ．Ｍ．シェーンベルグ 金賞・代表

2 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 I 歌劇「トスカ」　第３幕　より Ｇ．プッチーニ 金賞

3 帯広柏葉高等学校 太田　　究 IV プラハのための音楽１９６８ Ｋ．フーサ 金賞

4 帯広北高等学校 米田　陽紀 III ダンス　ファラトゥラ Ｃ．Ｔ．スミス 金賞

職場Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 六花亭製菓（株） 太田　　究 I バレエ組曲「コッペリア」　より　I.　前奏曲とマズルカ　II.　ワルツ　VII.　チャルダッシュ Ｌ．ドリーブ 金賞・代表

演奏曲目

子供の領分　より　V.小さな羊飼い　VI.ゴリウォーグのケークウォーク
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