
第５５回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２２年８月７・８日

小学校
順 団体名 指揮者 作曲者

1 清水小学校 髙　田　育　子 Ｒ．シェルドン 銀賞

2 芽室西小学校 牧　野　洋　子 岩代　太郎 金賞

3 音更小学校 舘　田　　　真 Ｊ．スウェアリンジェン 金賞・代表

4 足寄小学校 大　野　周　一 Ｂ．アッペルモント 銀賞

5 芽室小学校 鈴　木　めぐみ Ｒ．Ｗ．スミス 金賞

6 稲田小学校 増　田　典　靖 Ｊ．ｄe．ハーン 金賞・代表

7 新得小学校 山　川　友　洋 Ｓ．フォスター 銀賞

8 池田小学校 谷　藤　祐　子 Ｊ．シュトラウス 銀賞

高等学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室高等学校 佐　藤　祐　一 Ｄ．ギリングハム 金賞

2 帯広大谷高等学校 吉　田　剛　史 Ｒ．シチェドリン 銀賞

3 池田高等学校 小　出　　　學 兼田　敏 金賞・代表

高等学校Ｃ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 金賞・代表

ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス

バレエ音楽「せむしの仔馬」より　ジプシーの踊り、イワンの入場、ロシアン・カドリーユ

演奏曲目

ウィンド・オーケストラのための「ファイブイメージ」より

ノアの方舟

演奏曲目

パイアザの飛翔

レッドクリフより　ザ　ビギニング

インヴィクタ序曲

演奏曲目

果てしない頂き

ガリバー旅行記　ⅠⅢⅣ

こうもり序曲

コンチェルト・ダモーレ

フォスター・ファンタジー

1 帯広緑陽高等学校 佐々木　康　人 樽屋　雅徳 金賞 代表

2 上士幌高等学校 黒　川　たまみ 高橋　伸哉 銀賞

3 江陵高等学校 羽　原　宏　明 清水　大輔 銀賞

4 清水高等学校 泉　川　大　輔 成田　勤 銀賞

5 鹿追高等学校 芝　田　喜　子 樽屋　雅徳 銀賞

6 新得高等学校 郷　　　恭　博 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

7 本別高等学校 喜　尾　知　美 Ｒ．Ｗ．スミス 金賞・代表

8 白樺学園高等学校 山　本　睦　人 Ｆ．レハール 銅賞

9 大樹高等学校 黒　瀬　智　代 鈴木　英史 銀賞

10 広尾高等学校 織　田　真　司 兼田　　敏 銀賞

中学校Ａ編成
順 団体名 指揮者 課題曲 自由曲 作曲者

1 帯広第八中学校 大　井　貴　裕 Ⅳ ジェリコ　シンフォニックバンドのための狂詩曲 Ｍ．グールド 金賞・代表

2 南町中学校 宗　岡　芳　樹 Ⅱ アルメニアンダンス　パートⅠ Ａ．リード 銀賞

3 帯広第二中学校 井　口　観　慈 Ⅳ カプレーティとモンテッキ　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～ 天野　正道 金賞・代表

4 帯広第一中学校 藤　崎　博　人 Ⅱ 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション Ｆ．レハール 金賞

5 札内中学校 赤　部　順　哉 Ⅳ 「ペルセウス」－大空を翔る英雄の戦い 八木澤　教司 金賞

ゴールド・ラッシュ！

アの方舟

アレックス教授の冒険物語

伝説のアイルランド

シンフォニックバンドのためのパッサカリア

メリーウィドウより「ヴィリア」

吹奏楽のための「虹色の海」

春の野原～生命の楽園

マードックからの最後の手紙

ロマネスク

帯広地区吹奏楽連盟



第５５回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２２年８月７・８日

中学校Ｃ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広第三中学校 穴　澤　亜紀子 福田　洋介 銀賞

2 下音更中学校 杉　山　雅　和 浦田　健次郎 銀賞

3 共栄中学校 千　葉　央　子 Ｃ．カーター 銀賞

4 緑南中学校 松　隈　　　準 福島　弘和 金賞

5 上士幌中学校 大　石　倫　之 福島　弘和 銀賞

6 幕別中学校 石　丸　揚一朗 八木澤　教司 金賞

7 大空中学校 笠　原　秀　紀 Ｍ．ラヴェル 金賞

8 帯広第五中学校 山　崎　千寿子 八木澤　教司 金賞

9 浦幌中学校 佐　藤　明　子 Ｊ．スウェアリンジェン 銅賞

10 士幌町中央中学校 田　中　　　雄 建部　知弘 銀賞

11 池田中学校 平　出　　　健 Ａ．ハチャトゥリアン 金賞・代表

12 音更中学校 山　田　絵里奈 櫛田　胅之扶 金賞

13 広尾中学校 重　泉　弥　子 和田　直也 銀賞

14 新得中学校 村　端　さやか 福島　弘和 銀賞

15 札内東中学校 高　田　　　剛 櫛田　胅之扶 金賞・代表

16 清水中学校 吉　田　操　織 櫛田　胅之扶 銀賞

17 本別中学校 片　桐　一　成 Ｂ．バルトーク 銀賞

18 豊頃中学校 植　松　　　恵 大栗　裕 銀賞

19 大樹中学校 杉　野　成二郎 福島　弘和 銀賞

20 鹿追中学校 大　原　卓　也 櫛田　胅之扶 金賞・代表

21 芽室西中学校 荒　地　ゆかり Ｓ．ラフマニノフ 銀賞

22 足寄中学校 斉　藤　真　寛 伊藤　康英 金賞

クープランの墓より　プレリュード、トッカータ

ブレス・オブ・ガイア

バレエ組曲「ガイーヌ」より　アイシェの目覚めと踊り、剣の舞、収穫祭

雲のコラージュ

吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」

名誉が勝る時

元　禄

ハンガリーの風景より

丘上の風

元　禄

吹奏楽のための小狂詩曲

クラムボンはわらつたよ

日本の旋律による三つの情景

パガニーニの主題による狂詩曲

交響的詩曲「走れメロス」

管楽器のための「古典幻想曲」

仰ぎ見ること～泰山北斗の如し

演奏曲目

じんじん（沖縄わらべ歌より）

スターリー・ジャーニー

序奏とカプリス

吹奏楽のための叙事詩－　バラード・フォー・バンド

百年祭

帯広地区吹奏楽連盟



第５５回　帯広地区吹奏楽コンクール 平成２２年８月７・８日

中学校Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広第四中学校 森　谷　みちる 樽屋　雅徳 銀賞

2 芽室中学校 千　葉　順　子 Ｃ．Ｍ．シェーンベルグ 金賞

3 緑園中学校 久　保　睦　則 高　昌帥 金賞・代表

4 西陵中学校 阪　本　幸子郎 大栗　裕 金賞

大学Ｂ編成
順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広畜産大学 芳　野　光　一 Ｐ．スパーク 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 帯広北高等学校 井　尾　孝　志 Ⅳ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より Ｏ．レスピーギ 金賞

2 帯広三条高等学校 島　田　聖　二 Ⅰ 組曲「中国の不思議な役人」より Ｂ．バルトーク 金賞・代表

3 帯広柏葉高等学校 太　田　　　究 Ⅲ 交響的印象　教会のステンドグラスより Ｏ．レスピーギ 金賞

4 帯広南商業高等学校 山　口　智　憲 Ⅱ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 Ｚ．コダーイ 金賞

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 Ⅳ マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳 金賞・代表

演奏曲目

祝典のための音楽より　第２楽章、第３楽章

ミュージカル「ミス・サイゴン」より

ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ

仮面幻想

マードックからの最後の手紙

演奏曲目

帯広地区吹奏楽連盟


