
第５６回帯広地区吹奏楽コンクール 2011年8月6・7日

小学校

順 団体名 指揮者 作曲者

1 池田町立池田小学校 黒山　祐子 Ａ．リード 銀賞

2 足寄町立足寄小学校 大野　周一 Ｓ．ライニキー 銀賞

3 清水町立清水小学校 高田　育子 建部　知弘 銀賞

4 音更町立音更小学校 舘田　真 Ｊ．スウェアリンジェン 代表・金賞

5 芽室町立芽室小学校 本間　三千代 Ｒ．フォード 金賞

6 帯広市立稲田小学校 山田　聡 Ｊ．スウェアリンジェン 代表・金賞

7 芽室町立芽室西小学校 牧野　洋子 Ｖ．マッコイ 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 芽室町立芽室中学校 千葉　順子 4 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より Ｐ．マスカーニ 代表・金賞

2 幕別町立札内中学校 赤部　順哉 1 バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より　Ⅰ．夜明け　Ⅲ．全員の踊り Ｍ．ラヴェル 銀賞

3 帯広市立南町中学校 宗岡　芳樹 1 ミュージカル“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 銀賞

4 帯広市立帯広第一中学校 斉藤　真寛 4 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ．シュトラウスⅡ世 金賞

中学校Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広市立帯広第二中学校 下町　佳孝 Ｊ．シュトラウスⅡ世 金賞

2 帯広市立西陵中学校 阪本　幸子郎 Ｍ．デ．ファリャ 代表・金賞

3 帯広市立翔陽中学校 笠原　秀紀 樽屋　雅徳 銀賞

4 帯広市立帯広第四中学校 森谷　みちる Ｅ．カールマン 銀賞

5 音更町立緑南中学校 松隈　準 Ｂ．バルトーク 銅賞

6 音更町立下音更中学校 杉山　雅和 Ｇ．ヴェルディ 銅賞

7 帯広市立緑園中学校 久保　睦則 樽屋　雅徳 代表・金賞

マードックからの最後の手紙

喜歌劇「伯爵夫人マリッツァ」セレクション

ルーマニア民族舞曲

歌劇「運命の力」序曲

マードックからの最後の手紙

演奏曲目

喜歌劇「こうもり」セレクション

バレエ音楽「恋は魔術師」より　Ⅰ．パントマイム　Ⅱ．火祭りの踊り

永遠の輝き

アフリカン　シンフォニー

演奏曲目

小組曲より　Ⅰ．イントラーダ　Ⅳ．ジーク

魔女と聖者

ケルト・ラプソディー　Ⅱ．エアー　Ⅲ．クロウレイズリール

セレブレーション～管楽器と打楽器のための～

スピリット・オブ・トロイ
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中学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 士幌町立士幌中央中学校 大山　奈都代 保科　洋 銀賞

2 上士幌町立上士幌中学校 大石　倫之 Ｆ．レハール 銀賞

3 本別町立本別中学校 山端　里美 福島　弘和 銀賞

4 豊頃町立豊頃中学校 植松　恵 八木澤　教司 銀賞

5 帯広市立大空中学校 川津　亜紀子 福島　弘和 銀賞

6 音更町立共栄中学校 安食　祥 Ｊ．スウェアリンジェン 銀賞

7 池田町立池田中学校 平出　健 Ｒ．Ｍ．グリエール 代表・金賞

8 音更町立音更中学校 山田　絵里奈 福島　弘和 金賞

9 清水町立清水中学校 吉田　操織 Ｓ．ライニキー 金賞

10 大樹町立大樹中学校 千葉　央子 Ｊ．バーンズ 銀賞

11 芽室町立芽室西中学校 荒地　ゆかり ケルト民謡／建部　知弘 金賞

12 幕別町立札内東中学校 高田　剛 櫛田　胅之扶 代表・金賞

13 帯広市立帯広第八中学校 佐々木　円 Ｆ．レハール 代表・金賞

14 帯広市立帯広第五中学校 藤崎　博人 Ｆ．レハール 金賞

15 新得町立新得中学校 村端　さやか Ｊ．バーンズ 銀賞

16 足寄町立足寄中学校 細野　ゆきえ Ｊ．ヒメネス 銀賞

17 幕別町立幕別中学校 石丸　揚一郎 石毛　里佳 銀賞

18 鹿追町立鹿追中学校 大原　卓也 Ｊ．デ．ハーン 銀賞

19 広尾町立広尾中学校 重泉　弥子 Ｂ．アッペルモント 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 北海道帯広南商業高等学校 山口　智徳 4 ア　ウォータイム　スケッチブック Ｗ．ウォルトン 金賞

2 帯広北高等学校 井尾　孝志 4 歌劇「トゥーランドット」より Ｇ．プッチーニ 金賞

3 北海道帯広柏葉高等学校 太田　究 1 歌劇「ポーギーとベス」セレクション Ｇ．ガーシュイン 金賞

4 北海道帯広三条高等学校 島田　聖二 4 「ローザのための楽章」より Ｍ．キャンプハウス 代表・金賞

高等学校Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 北海道帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 伊藤　康英 金賞

2 北海道池田高等学校 小出　學 Ｓ．プロコフィエフ 金賞

3 北海道芽室高等学校 佐藤　祐一 三浦　秀秋 代表・金賞

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より　Ⅲ．祭り

バレエ音楽「シンデレラ」より　作品８７

Ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｏｆ ４:００ ａｍ

演奏曲目

メガ・スモールバンド

「ディスカバリー　ファンタジー」より　イントロダクション　インターメッツォ　フィナーレ

ガリバー旅行記　リリパット・ラピュータ・フイヌム

ケルト・ラプソディ

尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

アパラチアン序曲

サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」より間奏曲

じんじん

マジェスティア

バレエ音楽「青銅の騎士」より

稲穂の波

神々の運命

アルヴァマー序曲

演奏曲目

古祀

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

八木節

ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」
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高等学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 北海道新得高等学校 郷　恭博 Ｒ．レオンカヴァッロ 銅賞

2 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 小長谷　宗一 銀賞

3 北海道本別高等学校 矢ノ目　知恵 福田　洋介 銀賞

4 北海道上士幌高等学校 黒川　たまみ 福島　弘和 銀賞

5 北海道清水高等学校 泉川　大輔 成田　勤 金賞

6 白樺学園高等学校 山本　睦人 酒井　格 銀賞

7 北海道鹿追高等学校 芝田　喜子 大栗　裕 代表・金賞

8 北海道広尾高等学校 織田　真司 建部　知弘 代表・金賞

9 北海道大樹高等学校 細野　朋子 Ｊ．Ｂ．チャンス 金賞

10 江陵高等学校 羽原　宏明 Ｒ．Ｍ．グリエール 銀賞

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 Ｊ．Ｌ．ホゼイ 代表・金賞

一般Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 吹奏楽団　ポコ　ア　ポコ 島田　聖二 樽屋　雅徳 代表・金賞「ブローニュの森」より

演奏曲目

ひとつの声に導かれる時

演奏曲目

バレエ音楽「青銅の騎士」より

白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛〜

Ｓｕｍｍｅｒ Ｏｃｅａｎ ～Ｓａｉｌｉｎｇ～　ｏｐ.１５

ポロヌプ

大阪俗謡による幻想曲

ケルト民謡による組曲　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール

朝鮮民謡の主題による変奏曲

演奏曲目

歌劇「道化師」より

日本の調べ

波濤の角


