
第５０回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１７年８月６・７日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室小学校 西本　郁恵 Ｌ．ニーク 銀賞

2 稲田小学校 増田　典靖 福島　弘和 銀賞

3 池田小学校 髙田　育子 Ｓ．ライニキー 金賞・代表

4 芽室西小学校 岡田　基 Ｗ．ペテルソン＝ベリエ
ル

銀賞

5 足寄小学校 川口　亜希子 Ｊ．スウェアリンジェン 金賞・代表

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 広尾高等学校 小笠原　規雄 Ｇ．ホルスト 銀賞

2 足寄高等学校 髙橋　哲夫 真島　俊夫 銀賞

3 本別高等学校 矢ノ目　知恵 櫛田　昳之扶 銀賞

4 大樹高等学校 続木　辰也 Ｂ．バルトーク 金賞・代表

5 鹿追高等学校 蜂谷　晶子 櫛田　昳之扶 金賞

6 芽室高等学校 佐藤　和彦 Ａ．リード 銀賞

組曲「フロソの花々」より　前奏曲，イエムトランド，夏の隠れ家に入居して

メイク　ア　ジョイフル　ノイズ

演奏曲目

組曲「惑星」より　火星

波の見える風景

東北地方の民謡によるコラージュ

小組曲

斑鳩の空　より　 Ｉ．まほろば，ＩＩ．夢殿，ＩＩＩ．里人の踊り

吹奏楽のための組曲「ハムレットへの音楽」　より　プロローグ，エルシノア城とクローディアス王の宮中

演奏曲目

ブラヴーラ

じんじん　（沖縄わらべ歌より）

ディファイング・グラヴィティー

帯広地区吹奏楽連盟

芽室高等学校 佐藤 和彦 リ ド 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 坂井　貴祐 銀賞

2 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 福島　弘和 銀賞

3 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 Ｄ．ベッドフォード 銀賞

4 清水高等学校 泉川　大輔 天野　正道 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 緑園中学校 井口　観慈 III 交響詩「ベトナムの回顧」 Ｄ．ギリングハム 金賞・代表

2 帯広第一中学校 藤崎　博人 II 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より　ＩＩ，ＩＩＩ Ｍ. アーノルド 金賞

波濤にかかる虹

おほなゐ　～1995.1.17 阪神大震災へのオマージュ～　１楽章「瓦解」　３楽章「復興そして祈り」

演奏曲目

吹奏楽のための叙情詩「ジャンヌ・ダルク」　より　 ドンレミ村の情景～戦い

花の歌

奏楽 組 音楽」 り ， 城 宮中

帯広地区吹奏楽連盟



第５０回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１７年８月６・７日

中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 札内東中学校 山田　絵里奈 Ｃ．ニールセン 金賞

2 浦幌中学校 三上　和宏 小長谷　宗一 銀賞

3 本別中学校 金内　美奈子 Ａ．リード 銀賞

4 新得中学校 青木　香奈美 Ｇ．フォーレ 銅賞

5 幕別中学校 石丸　揚一朗 Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

6 豊頃中学校 吉田　操織 Ｉ．アルベニス 銀賞

7 音更中学校 植松　恵 櫛田　昳之扶 銀賞

8 清水中学校 野津　智子 大栗　裕 銀賞

9 池田中学校 大原　卓也 Ｊ．スウェアリンジェン 金賞・代表

10 大樹中学校 佐藤　里香 Ｉ．アルベニス 銀賞

11 士幌町中央中学校 田中　雄 ケルト民謡　建部知宏
編

銀賞

12 足寄中学校 斉藤　真寛 Ｐ．スパーク 金賞・代表

13 広尾中学校 坂下　理沙 Ｇ．ピエルネ 銀賞

14 帯広第二中学校 辻　勝行 櫛田　昳之扶 銀賞

祝典のための音楽　より　ＩＩ，ＩＩＩ

私の子供たちのためのアルバム　より　鉛の兵隊の行進，昔の歌，ファランドール

斑鳩の空　より　 Ｉ．まほろば，ＩＩ．夢殿，ＩＩＩ．里人の踊り

斑鳩の空　より　 Ｉ．まほろば，ＩＩ．夢殿，ＩＩＩ．里人の踊り

吹奏楽のための小狂詩曲

メイク　ア　ジョイフル　ノイズ

スペインの歌　より　前奏曲，コルドバ

ケルトラプソディー

交響組曲「鶴の港」　より　ハイドランゼア

小組曲　より　Ｉ．イントラーダ　ＩＩＩ．スケルツォ　IV．ジーグ

組曲「ドリー」　より　Ｉ．子守歌　ＶＩ．スペイン風の踊り

頂点を目指して

スペインの歌　より　前奏曲

演奏曲目

アラジン組曲　より　Ｉ．行進曲　ＩＩＩ．黒人の踊り

帯広地区吹奏楽連盟

帯広第 中学校 辻 勝行 櫛田 昳之扶 銀賞

15 芽室中学校 髙田　剛 樽屋　雅徳 金賞

16 緑南中学校 藤原　里絵 Ｊ．バーンズ 銀賞

17 芽室西中学校 阪本　幸子郎 Ｂ．バルトーク 金賞・代表

18 帯広第六中学校 藤崎　禎人 櫛田　昳之扶 金賞

19 鹿追中学校 赤部　順哉 櫛田　昳之扶 金賞

20 帯広第三中学校 川津　亜紀子 Ｇ．ピエルネ 銅賞

21 共栄中学校 千葉　央子 ケルト民謡　建部知宏
編

銅賞

22 上士幌中学校 杉野　成二郎 Ｇ．ホルスト 銀賞

ケルトラプソディー

ブルック・グリーン組曲

アパラチア序曲

１５のハンガリー農民の歌　より　7.8.9.10.11.13.14.15

元禄

元禄

私の子供たちのためのアルバム　より　鉛の兵隊の行進，ファランドール

鳩 り ， 夢殿， 踊り

民衆を導く自由の女神

帯広地区吹奏楽連盟



第５０回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１７年８月６・７日

中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 下音更中学校 杉山　雅和 伊藤　康英 銀賞

2 札内中学校 髙久　幹也 真島　俊夫 銀賞

3 大空中学校 笠原　秀紀 樽屋　雅徳 銀賞

4 帯広第四中学校 石黒　由美子 Ｓ．ライニキー 銀賞

5 帯広第五中学校 山崎　千寿子 Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

6 南町中学校 宗岡　芳樹 Ｊ．Ｂ．チャンス 銀賞

7 帯広第八中学校 大井　貴裕 Ｊ．シュトラウスＩＩ世 金賞・代表

8 西陵中学校 久保　睦則 樽屋　雅徳 金賞・代表

一般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 Ｇ．フォーレ 金賞・代表

大学Ｂ編成

喜歌劇「こうもり」セレクション

民衆を導く自由の女神

演奏曲目

組曲「ドリー」　より　Ｉ．子守歌　ＶＩ．スペイン風の踊り

三つのジャポニスム

マゼランの未知なる大陸への挑戦

セドナ

ショトーカ

呪文と踊り

演奏曲目

吹奏楽のための交響詩ぐるりよざ　より　ＩＩＩ．祭り

帯広地区吹奏楽連盟

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 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 帯広柏葉高等学校 太田　　究 Ｉ 舞踏音楽「ダフニスとクロエ」　より　若者の踊り，夜明け，全員の踊り Ｍ．ラヴェル 銀賞

2 帯広三条高等学校 島田　聖二 ＩＩ キャンディード組曲　より　可能な限り最良なこの世界，ウエストフェリアコラール，戦闘，きらびやかに美しく，僕らの畑を耕そう Ｌ．バーンスタイン 金賞・代表

3 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 Ｉ バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー 金賞

4 帯広北高等学校 井尾　孝志 ＩＩ マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳 銀賞

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 ＩＩ メトセラＩＩ 田中　賢 金賞・代表

一般Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 帯広吹奏楽団 織田　雅徳 ＩＩＩ ハイライト　フロム　エクソダス Ｅ．ゴールド 金賞・代表

小組曲　より

演奏曲目

帯広地区吹奏楽連盟


