
第５１回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１８年７月２９・３０日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室小学校 鈴木　めぐみ 和田　直也 金賞

2 足寄小学校 川口　亜希子 Ｔ．ドス 銀賞

3 清水小学校 大野　周一 Ｅ．ハックビー 銀賞

4 池田小学校 髙田　育子 Ｓ．ライニキー 金賞・代表

5 稲田小学校 増田　典靖 Ａ．Ｏ．ディヴィス 金賞・代表

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 Ｒ．Ｗ．スミス 金賞

2 広尾高等学校 小笠原　規雄 Ｃ．ドビュッシー 銀賞

3 本別高等学校 矢ノ目　知恵 櫛田　昳之扶 金賞

4 足寄高等学校 髙橋　哲夫 真島　俊夫 銀賞

5 大樹高等学校 細野　朋子 バルトーク．Ｂ 金賞

6 芽室高等学校 佐藤　和彦 福島　弘和 銀賞

セドナ

ウエールズの歌　より　Ｉ　.　ＩＩＩ

花の歌

１４のバガテル　より

演奏曲目

オリオンの冒険者たち

ファナティック　ウインズ

オーバーチュア　インターナショナル

演奏曲目

コーラル・ブルー　沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象

組曲「神曲」　より　第３楽章　“昇天”

小組曲

尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」

帯広地区吹奏楽連盟

芽室高等学校 佐藤 和彦 福島 弘和 銀賞

7 鹿追高等学校 蜂谷　晶子 櫛田　昳之扶 金賞・代表

高等学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 樽屋　雅徳 銀賞

2 清水高等学校 泉川　大輔 Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー 金賞

3 池田高等学校 平井　恵一 八木澤　教司 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 帯広第一中学校 藤崎　博人 Ｉ 喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ．ツェラー 金賞

2 帯広第八中学校 大井　貴裕 ＩＩ ハンガリー狂詩曲　第２番 Ｆ．リスト 金賞・代表

3 緑園中学校 井口　観慈 Ｉ 「ミス・サイゴン」　より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき Ｃ．Ｍ．シェーンベルグ 金賞

Ｆｏｏｊｉｎ　－　雷神

コロポックルの棲む渓谷「神居古潭」

歌

バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー

演奏曲目

ラザロの復活

帯広地区吹奏楽連盟
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中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 広尾中学校 村端　さやか 福島　弘和 銅賞

2 士幌町中央中学校 田中　雄 Ｇ．ホルスト 銀賞

3 鹿追中学校 水谷　智恵 Ｊ．Ｖ．ｄｅｒ　ロースト 銀賞

4 本別中学校 金内　美奈子 Ｊ．Ｖ．ｄｅｒ　ロースト 銀賞

5 下音更中学校 杉山　雅和 Ｊ．ｄｅ　メイ 銀賞

6 芽室中学校 千葉　順子 ケルト民謡　建部知宏
編

金賞・代表

7 池田中学校 大原　卓也 Ｓ．ライニキー 金賞・代表

8 帯広第三中学校 穴澤　亜紀子 福島　弘和 銀賞

9 帯広第六中学校 藤崎　禎人 櫛田　昳之扶 金賞

10 芽室西中学校 阪本　幸子郎 バルトーク．Ｂ 金賞・代表

11 幕別中学校 石丸　揚一朗 高橋　伸哉 銀賞

12 清水中学校 野津　智子 Ｆ．レハール 銀賞

13 帯広第五中学校 山崎　千寿子 Ｊ．Ｖ．ｄｅｒ　ロースト 銀賞

14 大空中学校 笠原　秀紀 兼田　敏 銀賞

演奏曲目

マーキュリー

交響曲第１番「指環物語」　より　第１楽章　“魔法使いガンダルフ”

ケルトラプソディー　より　ＩＩ　.　ＩＩＩ

神々の運命

小組曲

氷河特急

ワルツ「金と銀」

プスタ

じんじん　～沖縄わらべうたより

吹奏楽のための第１組曲

斑鳩の空

バルカンヤ

八木節

シンフォニックバンドのためのパッサカリア

帯広地区吹奏楽連盟

大空中学校 笠原 秀紀 兼田 敏 銀賞

15 上士幌中学校 青木　香奈美 Ｐ．スパーク 銀賞

16 緑南中学校 藤原　里絵 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

17 音更中学校 植松　恵 Ｒ．Ｗ．スミス 銅賞

18 足寄中学校 斉藤　真寛 Ｗ．ウォルトン 金賞

19 浦幌中学校 三上　和宏 Ａ．ハチャトゥリアン 銀賞

20 共栄中学校 千葉　央子 Ｖ．ネリベル 銀賞

21 豊頃中学校 吉田　操織 櫛田　昳之扶 銀賞

22 新得中学校 牧野　洋子 福島　弘和 銀賞

シーゲート序曲

海の男達の歌

「スピットファイア」　プレリュードとフーガ

バレエ音楽「ガイーヌ」より　序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、収穫祭

斑鳩の空　より　まほろば、夢殿、里人の踊り

じんじん　～沖縄わらべうたより

フェスティーボ

シャローム！

帯広地区吹奏楽連盟
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中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 西陵中学校 久保　睦則 Ｎ．ヘス 金賞・代表

2 南町中学校 宗岡　芳樹 Ｃ．Ｍ．シェーンベルグ 金賞・代表

3 帯広第四中学校 石黒　由美子 Ｊ．スウェアリンジェン 金賞

4 大樹中学校 佐藤　里香 Ｇ．ホルスト 銀賞

5 札内東中学校 山田　絵里奈 Ｍ．ｄｅ．ファリャ 銀賞

6 札内中学校 真鍋　英 広瀬　勇人 銀賞

7 帯広第二中学校 辻　勝行 Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

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 Ｗ．Ｈ．ヒル 金賞・代表

一般Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

セイント・アンソニー・ヴァリエーション

演奏曲目

「イーストコーストの風景」　より　キャッツキル山脈、ニューヨーク

「ミス・サイゴン」　より

バレエ組曲「恋は魔術師」　より

演奏曲目

海の男達の歌

演奏曲目

春の喜びに　 Ｉ．冬の猛威、ＩＩ．春の目覚め、ＩＩＩ．喜びの式典

ブルック・グリーン組曲

パイレーツ・ドリーム　より　序奏と出航、異郷の宴、宝島

帯広地区吹奏楽連盟

順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯北吹奏楽団 廣野　貢司 鈴木　英史 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

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 ＩＶ コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー Ｐ．ウィリアムズ 金賞

2 帯広北高等学校 井尾　孝志 ＩＩＩ 第六の幸福をもたらす宿　より Ｍ．アーノルド 金賞

3 帯広三条高等学校 島田　聖二 Ｉ 吹奏楽のための交響詩　ぐるりよざ 伊藤　康英 金賞・代表

4 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 ＩＩ 中国の不思議な役人 バルトーク．Ｂ 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 ＩＶ エアロダイナミクス Ｄ．Ｒ．ギリングハム 金賞・代表

演奏 目

吹奏楽のための「虹色の海」

演奏曲目

道祖神

帯広地区吹奏楽連盟


