
第５３回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２０年８月９・１０日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 清水小学校 笹川　美佳 Ｊ.ボコック 銀賞

2 足寄小学校 関　加代子 Ｊ.スウエアリンジェン 金賞

3 芽室小学校 鈴木　めぐみ Ｊ.Ｄ.プロイアー 金賞・代表

4 芽室西小学校 岡田　基 久石　譲 銀賞

5 音更小学校 舘田　真 Ｄ.シェイファー 金賞

6 池田小学校 高田　育子 Ｊ.ヴァン　デル　ロースト 金賞

7 稲田小学校 増田　典靖 Ａ．Ｌ．ウェバー 金賞・代表

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室高等学校 佐藤　祐一 鈴木　英史 金賞・代表

2 上士幌高等学校 黒川　たまみ Ｊ.デ　ハーン 銀賞

3 清水高等学校 泉川　大輔 鈴木　英史 銀賞

4 本別高等学校 矢ノ目　知恵 Ｒ.Ｗ.スミス 金賞・代表

5 広尾高等学校 松浦　幸太郎 Ｋ.ヘスケス 銀賞

6 白樺学園高等学校 山本　睦人 建部　知宏 銀賞

7 大樹高等学校 細野　朋子 バルトーク..Ｂ 銀賞

8 鹿追高等学校 蜂谷　晶子 Ｊ.Ｂ.チャンス 金賞

9 江陵高等学校 羽原　宏明 Ｂ.ウィーラン 銀賞

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 福島　弘和 金賞

2 池田高等学校 小出　學 三善　晃 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 Ⅳ ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲，わが心の夢，サイゴン陥落，今がこのとき Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ 金賞

2 帯広第八中学校 大井　貴裕 Ⅱ 歌劇「カヴァレリア　ルスティカーナ」 より Ｐ.マスカーニ 金賞・代表

演奏曲目

シャックルフォード・バンクス（野生マスタングの物語）

セレブレーション

スー族の旋律による変奏曲

演奏曲目

バグズ　Ⅰ,Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

映画「魔女の宅急便」より

オペラ座の怪人

プスタ　～４つのジプシー舞曲より　Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

管楽器と打楽器のための交響曲　第２番　より　Ⅱ.Ⅲ

演奏曲目

春に寄せて　～風は光なり、春はきらめく～

大地と水と火と空の歌

ダンスリーズ　より　Ⅲ.貴婦人の安息

ケルト　ラプソディ　より　Ⅱ.Ⅲ

ダコタ　より　Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

吹奏楽のための「虹色の海」

吹奏楽のための「虹色の海」

ルーマニア民族舞曲

リバー　ダンス

吹奏楽のための「深層の祭」

帯広地区吹奏楽連盟



第５３回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２０年８月９・１０日

中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広第五中学校 山崎　千寿子 福島　弘和 金賞

2 豊頃中学校 吉田　操織 櫛田　昳之扶 金賞

3 帯広第六中学校 佐々木　円 Ｇ.フォーレ 銀賞

4 浦幌中学校 佐藤　明子 Ｇ.ピエルネ 銀賞

5 共栄中学校 千葉　央子 Ｒ.シェルドン 銀賞

6 足寄中学校 斉藤　真寛 Ｃ.ジョバンニーニ 金賞・代表

7 広尾中学校 村端　さやか 建部　知宏 銀賞

8 新得中学校 牧野　洋子 Ｂ.バルトーク 銀賞

9 本別中学校 金内　美奈子 Ｊ.スウェアリンジェン 銀賞

10 芽室西中学校 真鍋　英 Ｅ.カールマン 金賞・代表

11 帯広第三中学校 穴澤　亜紀子 福島　弘和 銀賞

12 幕別中学校 石丸　揚一朗 福島　弘和 金賞

13 大空中学校 笠原　秀紀 Ｊ.Ｂ.チャンス 金賞

14 西陵中学校 阪本　幸子郎 櫛田　昳之扶 金賞・代表

15 清水中学校 野津　智子 保科　洋 銀賞

16 上士幌中学校 大石　倫之 Ｊ.ヴィンソン 銀賞

17 音更中学校 植松　恵 保科　洋 銀賞

18 士幌町中央中学校 田中　雄 Ｎ.ヘス 銀賞

19 緑南中学校 松隈　準 Ｊ.スウェアリンジェン 金賞

20 鹿追中学校 大原　卓也 櫛田　昳之扶 金賞

元禄

ブルール　リバー　セレブレーション

コラールとカプリチオ

コヴィントン広場

演奏曲目

私の子供たちのアルバム　より　昔の歌、ファランドール

北からの風よ

組曲「ドリー」より　子守歌.スペイン風の踊り

尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」

メイク　ア　ジョイフル　ノイズ

尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」

ハートビート・オブ・ザ・ジェオ

伯爵夫人　マリツァ　　セレクション

八木節

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」

スコットランドの旋律「ピスガ」による変奏曲

風紋

朝鮮民謡の主題による変奏曲

風紋

１５のハンガリー農民の歌　7.8.9.10.11.13.14.15

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

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 札内東中学校 山田　絵里奈 Ｍ.アーノルド 銀賞

2 札内中学校 赤部　順哉 真島　俊夫 金賞

3 南町中学校 宗岡　芳樹 小山　清茂 金賞

4 芽室中学校 千葉　順子 Ｃ.ツェラー 金賞

5 池田中学校 平出　健 樽谷　雅徳 銀賞

6 大樹中学校 杉野　成二郎 Ｒ.Ｗ.スミス 銀賞

7 帯広第四中学校 森谷　みちる Ｃ.ツェラー 銀賞

8 帯広第二中学校 井口　観慈 Ｒ.Ｗ.スミス 金賞・代表

9 緑園中学校 久保　睦則 天野　正道 金賞・代表

10 下音更中学校 杉山　雅和 Ｒ.シェルドン 銀賞

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

鳳凰が舞う　　～印象、京都、石庭、金閣寺～

吹奏楽のための木挽歌　より

喜歌劇「小鳥売り」　セレクション

トム・ティット・トット

海の男たちの歌

民話的詩曲

喜歌劇「小鳥売り」　セレクション

ダンテの神曲　　より　地獄編

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

抒情的序曲「マナティ」

第六の幸運をもたらす宿

演奏曲目

演奏曲目

大学Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広畜産大学 松島　廣太 Ｎ.ヘス 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 廣野　貢司 Ｆ.レハール 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 喜歌劇「こうもり」序曲 Ｊ.シュトラウス 金賞

2 帯広三条高等学校 島田　聖二 Ⅳ 第３交響曲　より　第３楽章メスト～ナタリーのために、第４楽章フィナーレ Ｊ.バーンズ 金賞・代表

3 帯広北高等学校 井尾　孝志 Ⅰ 大いなる約束の大地　～チンギスハーン 鈴木　英史 金賞

4 帯広南商業高等学校 小林　忠弘 Ⅳ 吹奏楽のための交響的舞曲「月の宴」 矢部　政男 金賞・代表

5 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 Ⅱ エル・キホーテ Ｆ.フェラン 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 Ⅳ すべての答え 清水　大輔 金賞・代表

演奏曲目

イーストコーストの風景　より　シェルターアイランド、ニューヨーク

演奏曲目

喜歌劇「微笑みの国」　セレクション

帯広地区吹奏楽連盟
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