
第５４回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２１年８月８・９日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室西小学校 重泉　壮生 Ｒ．フォード 銀賞

2 稲田小学校 増田　典靖 Ｓ．ライニキー 金賞・代表

3 芽室小学校 鈴木　めぐみ Ｂ．キャリック 金賞

4 池田小学校 谷藤　祐子 Ｓ．ホッジス 銀賞

5 音更小学校 舘田　真 Ｄ．シェイファー 金賞・代表

6 清水小学校 川倉　綾子 Ｓ．ライニキー 銀賞

7 足寄小学校 大野　周一 Ｆ．チェザリーニ 銀賞

高等学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 広尾高等学校 松浦　幸太郎 Ｂ．アッペルモント 銀賞

2 本別高等学校 矢ノ目　知恵 櫛田　胅之扶 金賞・代表

3 大樹高等学校 細野　朋子 福島　弘和 金賞

4 白樺学園高等学校 山本　睦人 Ｂ．バルトーク 銅賞

5 芽室高等学校 佐藤　祐一 福島　弘和 金賞・代表

6 清水高等学校 泉川　大輔 Ｂ．バルトーク 銀賞

7 上士幌高等学校 黒川　たまみ 八木澤　教司 金賞

8 鹿追高等学校 芝田　喜子 真島　俊夫 金賞

9 江陵高等学校 羽原　宏明 樽屋　雅徳 銀賞

10 帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 福田　洋介 金賞

高等学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 池田高等学校 小出　學 兼田　敏 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 帯広第八中学校 大井　貴裕 Ⅳ 歌劇「ラ・ボエーム」より Ｇ．プッチーニ 金賞

2 帯広第一中学校 藤崎　博人 Ⅳ 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ．シュトラウスⅡ 金賞・代表

演奏曲目

ラスト　バトル

ディファイング・グラヴィティ

懐かしいケンタッキーの歌

演奏曲目

風のささやき

レイク　ダニエル序曲

フランス民謡による変奏曲

ホープタウンの休日

ルーマニア民族舞曲

交響的詩曲「走れメロス」

１５のハンガリー農民の歌より7.8.9.10.13.14.15

元禄

ガリバー旅行記

じんじん（沖縄わらべ歌より）

吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」

華円舞

三つのジャポニスムより

演奏曲目

民衆を導く自由の女神

嗚呼！

帯広地区吹奏楽連盟



第５４回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２１年８月８・９日

中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 士幌町中央中学校 田中　雄 保科　　洋 金賞

2 西陵中学校 阪本　幸子郎 福島　弘和 金賞・代表

3 芽室西中学校 荒地　ゆかり Ｆ．Ｖ．スッペ 銀賞

4 幕別中学校 石丸　揚一朗 八木澤　教司 銀賞

5 足寄中学校 斉藤　真寛 大栗　　裕 金賞・代表

6 音更中学校 植松　恵 Ｒ．ミッチェル 銀賞

7 浦幌中学校 佐藤　明子 Ｗ．ペテルソン＝ベリエル 銅賞

8 芽室中学校 千葉　順子 Ｐ．スパーク 金賞・代表

9 上士幌中学校 大石　倫之 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

10 緑南中学校 松隈　準 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

11 本別中学校 西川　圭子 Ｊ．スウェアリンジェン 銅賞

12 豊頃中学校 吉田　操織 Ｃ．サン・サーンス 金賞

13 帯広第三中学校 穴澤　亜紀子 Ｇ．ガーシュウィン 銀賞

14 鹿追中学校 大原　卓也 酒井　格 金賞

15 新得中学校 小笠原　瞳子 Ｂ．バルトーク 銀賞

16 広尾中学校 村端　さやか Ｒ．シェルドン 銀賞

17 大樹中学校 杉野　成二郎 櫛田　胅之扶 銀賞

18 共栄中学校 千葉　央子 Ｊ．Ｂ．チャンス 銀賞

19 清水中学校 野津　智子 福島　弘和 銀賞

20 帯広第六中学校 佐々木　円 酒井　 格 銀賞

21 池田中学校 平出　健 Ｐ．スパーク 金賞

22 下音更中学校 杉山　雅和 Ｌ．Ｖ．ベートーベン 銀賞

名誉が勝る時

チェスフォードポートレート

「動物の謝肉祭」より

祝典のための音楽より　Ⅱ、Ⅲ

名誉が勝る時

大空を越えて

元禄

「ガーシュウィン」狂詩曲

民謡の旋律によるロンド

呪文と踊り

ポロヌプ

ポロヌプ

祝典のための音楽より　Ⅱ、Ⅲ

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」

「コリオラン」序曲

組曲「フロソの花々」より　フロソの教会で

仮面幻想

海の歌

演奏曲目

吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」

風紋

詩人と農夫

交響的詩曲「走れメロス」

帯広地区吹奏楽連盟



第５４回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２１年８月８・９日

中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 札内中学校 赤部　順哉 高　昌師 金賞

2 緑園中学校 久保　睦則 真島　俊夫 金賞・代表

3 帯広第五中学校 山﨑　千寿子 Ｆ．レハール 銀賞

4 札内東中学校 髙田　剛 伊藤　康英 金賞

5 大空中学校 笠原　秀紀 Ｐ．ウィリアムス 銀賞

6 帯広第四中学校 森谷　みちる 樽屋　雅徳 銀賞

7 帯広第二中学校 井口　観慈 天野　正道 金賞・代表

8 南町中学校 宗岡　芳樹 Ａ．ハチャトゥリアン 銀賞

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 Ⅳ ガリレオの月より　Ⅰガニメデ　Ⅱエウロパ Ｒ．シチー 金賞・代表

2 帯広南商業高等学校 山口　智憲 Ⅲ パガニーニの主題による狂詩曲 Ｓ．ラフマニノフ 金賞

3 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 Ⅳ 交響曲第３番「ドン・キホーテ」より第１楽章　クエスト Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

4 帯広柏葉高等学校 太田　究 Ⅴ 歌劇「売られた花嫁」よりマーチ、ポルカ、スコチーナ Ｂ．スメタナ 金賞・代表

5 帯広北高等学校 井尾　孝志 Ⅴ 交響曲第２番「オデッセイ」 Ｒ．Ｗ．スミス 金賞

大学Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 帯広畜産大学 坂井　広志 Ⅱ 「吹奏楽のための第１組曲」より　1.シャコンヌ  3.マーチ Ｇ．ホルスト 金賞・代表

職場・一般Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 六花亭管楽器アンサンブル 太田　究 Ⅴ リバーダンス　　　　ウェルスプリングテーマ　ザハーツクライ　リバーダンスフィナーレ Ｂ．ウェラン 金賞・代表

ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ

演奏曲目

「ＧＲ」よりシンフォニック・セレクション

組曲「仮面舞踏会」よりワルツ・ギャロップ

三つのジャポニスム　より　Ⅰ鶴が舞う　Ⅱ雪の川　Ⅲ祭り

喜歌劇「微笑みの国」セレクション

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より　Ⅲ祭り

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

ノアの方舟

帯広地区吹奏楽連盟


