
第５２回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１９年８月４・５日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 池田小学校 髙田　育子 ロバート．Ｗ．スミス 金賞

2 足寄小学校 関　佳代子 Ｗ．Ｆ．マクベス 銀賞

3 清水小学校 大野　周一 Ｌ．クラーク 銀賞

4 芽室小学校 鈴木　めぐみ Ｊ．デ　ハーン 金賞・代表

5 芽室西小学校 岡田　基 Ｓ．プロコフィエフ 銀賞

6 稲田小学校 増田　典靖 Ｇ．ホルスト 金賞・代表

中学校Ｂ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．ドビュッシー 金賞

2 帯広第五中学校 山﨑　千寿子 Ｎ．ヘス 銀賞

3 帯広第二中学校 井口　観慈 樽谷　雅徳 金賞

4 帯広第四中学校 小林　徹士 福島　弘和 銀賞

5 緑園中学校 久保　睦則 Ｐ．グレイアム 金賞・代表

6 札内中学校 赤部　順哉 Ｇ．プッチーニ 金賞

7 南町中学校 竹島　祐子 Ｗ．Ｆ．マクベス 銀賞

8 大空中学校 笠原　秀紀 真島　俊夫 銀賞

9 芽室中学校 千葉　順子 伊藤　康英 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 Ⅱ 交響詩「ローマの祭り」　より　チェルチェンセス、１０月祭、主顕祭 Ｏ．レスピーギ 金賞

2 帯広三条高等学校 島田　聖二 Ⅲ 三つのジャポニズム　より　Ⅰ．鶴が舞う　Ⅱ．雪の川　Ⅲ．祭り 真島　俊夫 金賞・代表

3 帯広北高等学校 井尾　孝志 Ⅳ 組曲「ベルリン陥落」　より Ｄ．ショスタコービッチ 金賞

4 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 Ⅳ 歌劇「トゥーランドット」　より Ｇ．プッチーニ 金賞

小組曲　より　Ⅰ．小舟にて　Ⅳ．バレエ

グローバル　ヴァリエーション

ザ　レッドマシーン

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」　より　Ⅲ．祭り

歌劇「トゥーランドット」　ハイライト

マスク

演奏曲目

天空への挑戦

聖歌と祭り

コールドマウンテンの伝説

音楽物語「ピーターと狼」　より

ダコタ　より　１．２．４．５

吹奏楽のための第１組曲　変ホ長調　より　第１楽章「シャコンヌ」　第３楽章「マーチ」

演奏曲目

民衆を導く自由の女神

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」

三日月に架かるヤコブのはしご

帯広地区吹奏楽連盟



第５２回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１９年８月４・５日

中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 本別中学校 金内　美奈子 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

2 士幌町中央中学校 田中　雄 建部　知弘 金賞

3 新得中学校 牧野　洋子 櫛田　昳之扶 銀賞

4 大樹中学校 佐藤　里香 福島　弘和 銀賞

5 帯広第三中学校 穴澤　亜紀子 福島　弘和 銀賞

6 音更中学校 植松　恵 櫛田　昳之扶 金賞

7 下音更中学校 杉山　雅和 浦田　健次郎 銀賞

8 西陵中学校 阪本　幸子郎 Ｃ．ドビュッシー 金賞

9 緑南中学校 藤原　里絵 Ｄ．シェイファー 銀賞

10 芽室西中学校 真鍋　英 福島　弘和 金賞

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 Ｊ．オッフェンバック 銀賞

13 鹿追中学校 大原　卓也 ケルト民謡　建部知弘編曲 金賞・代表

14 足寄中学校 斉藤　真寛 櫛田　昳之扶 金賞・代表

15 帯広第六中学校 佐々木　円 Ｇ．ピエルネ 銀賞

16 池田中学校 青木　香奈美 Ｂ．アッペルモント 銀賞

17 共栄中学校 千葉　央子 Ｊ．バーンズ 銀賞

18 浦幌中学校 佐藤　明子 Ｂ．バルトーク 銅賞

19 上士幌中学校 大石　倫之 Ｃ．ドビュッシー 銀賞

20 豊頃中学校 吉田　操織 櫛田　昳之扶 金賞・代表

21 広尾中学校 村端　さやか 福島　弘和 銀賞

雲の信号

尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション

ウエン　エンジェル　ウイープ

子供の領分　より　４．雪は踊っている　６．ゴリウォーグのケークウォーク

元禄

吹奏楽のための叙情詩　バラード・フォー・バンド

柳絮の舞

ジャラン　ジャラン　～神々の島の幻影～

喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲

雲のコラージュ

１５のハンガリー農民の歌　より　１．７．８．９．１２．１３．１４．１５

アイヴァンホー

アルヴァマー序曲

演奏曲目

山寺にて　～奥の細道の奥～

ジュビランス

斑鳩の空　より　夢殿・まほろば・里人の踊り

ケルト・ラプソディ　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、守護天使の夜、ファランドール

小組曲　より　Ⅰ．小舟にて　Ⅳ．バレエ

ハートビート・オブ・ザ・ジェオ

クラムボンはわらったよ

帯広地区吹奏楽連盟



第５２回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成１９年８月４・５日

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 本別高等学校 矢ノ目　知恵 福島　弘和 銀賞

2 広尾高等学校 松浦　幸太郎 Ｊ．Ｖ．デル　ロースト 銀賞

3 江陵高等学校 羽原　宏明 Ｆ．レハール 銀賞

4 芽室高等学校 一戸　美斎子 大栗　裕 金賞

5 大樹高等学校 山下　喜久 Ｃ．ドビュッシー 銀賞

6 鹿追高等学校 蜂谷　晶子 Ｒ．Ｗ．スミス 金賞・代表

高等学校Ｂ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 Ｊ．デ　メイ 金賞

2 池田高等学校 平井　恵一 矢木澤　教司 金賞・代表

3 清水高等学校 泉川　大輔 Ｊ．デ　ハーン 金賞

4 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 Ｍ．モシュコウスキ 金賞

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 Ⅳ 喜歌劇「微笑みの国」　セレクション Ｆ．レハール 金賞

2 帯広第八中学校 大井　貴裕 Ⅳ 歌劇「トスカ」 Ｇ．プッチーニ 金賞・代表

一般Ｃ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

一般Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯北吹奏楽団 広野　貢司 Ｆ．レハール 金賞・代表

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 バレエ音楽「サバの女王ベルキス」　より Ｏ．レスピーギ 金賞・代表

華麗なる躍動

演奏曲目

喜歌劇「微笑みの国」　セレクション

喜歌劇「メリー・ウィドウ」　より　ヴィリアの歌

「異国」　より　ロシア、ポーランド、ハンガリー

バンヤ　ルカ

演奏曲目

プスタ　より　Ⅰ．Ⅲ

吹奏楽のための小狂詩曲

稲穂の波

インチョン

「聖徳太子の地球儀」　～斑鳩寺に鎖された記憶～

小組曲　より　Ⅰ．小舟にて　Ⅳ．バレエ

演奏曲目

交響曲第１番「指輪物語」　より　Ⅰ．ガンダルフ

演奏曲目

帯広地区吹奏楽連盟


