
第５７回帯広地区吹奏楽コンクール 2012年8月4・5日

小学校

順 団体名 指揮者 作曲者

1 足寄町立足寄小学校 大野　周一 Ｊ．スウェアリンジェン 金賞

2 大樹町立大樹小学校 森　　圭介 Ｄ．シェイファー 銀賞

3 池田町立池田小学校 黒山　祐子 Ｇ．ガーシュイン 銀賞

4 帯広市立緑丘小学校 東川恵理香 Ｄ．シェイファー 銀賞

5 芽室町立芽室小学校 吉田　幸代 後藤　洋 代表・金賞

6 音更町立音更小学校 篠原　匡人 Ｄ．シェイファー 代表・金賞

7 芽室町立芽室西小学校 牧野　洋子 アメリカ民謡/後藤　洋 銀賞

8 帯広市立稲田小学校 鈴木めぐみ Ｒ．ロメイン 金賞

9 本別町立本別中央小学校 川口　正英 Ｌ．デンツァ 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 帯広市立西陵中学校 阪本　幸子郎 2 吹奏楽のための神話　　～天の岩屋戸の物語による～ 大栗　裕 銀賞

2 芽室町立芽室中学校 嶋中　真由美 2 アニー・ムーアの祈りの詩 樽屋　雅徳 代表・金賞

3 帯広市立帯広第八中学校 佐々木　円 4 仮面舞踏会 Ａ．Ｉ．ハチャトゥリアン 銀賞

4 幕別町立札内中学校 千葉　順子 2 バレエ音楽「青銅の騎士」より 序曲、元老院の庭、 舞踏会の庭　ダンスの情景、市民のための賛美歌 Ｒ．Ｍ．グリエール 銀賞

5 帯広市立帯広第二中学校 下町　佳孝 4 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳 銀賞

6 帯広市立南町中学校 宗岡　芳樹 3 「第六の幸福をもたらす宿」より Ｍ．アーノルド 代表・金賞

7 帯広市立帯広第一中学校 斉藤　真寛 3 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より Ａ．Ｉ．ハチャトゥリアン 銀賞

高等学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 白樺学園高等学校 山本　睦人 広瀬　勇人 代表・金賞

2 北海道新得高等学校 郷　恭博 Ｒ．シェルドン 銀賞

3 北海道上士幌高等学校 照井　聡 照井　聡 銀賞

4 北海道池田高等学校 小出　學 兼田　敏 代表・金賞

5 北海道大樹高等学校 細野　朋子 兼田　敏 銀賞

6 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 Ｊ．Ａ．ハート 銀賞

7 北海道広尾高等学校 織田　真司 織田　英子 銀賞

8 北海道清水高等学校 泉川　大輔 成田　勤 銀賞

9 北海道鹿追高等学校 芝田　喜子 大栗　裕 銀賞

10 江陵高等学校 羽原　宏明 Ｊ．シュトラウスⅡ世 銀賞

11 北海道本別高等学校 矢ノ目　知恵 大栗　裕 銀賞

喜歌劇「こうもり」セレクション

吹奏楽のための小狂詩曲

吹奏楽のための交響的瞬間

シンフォニックバンドのためのパッサカリア

アーリントンに陽はまた昇る

テルキナランド

Ｗｉｎｔｅｒ　Ｓｋｙ－Ｆｌｙ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｎｅｘｔ　Ｗｏｒｌｄ

吹奏楽のための神話　　～天の岩屋戸の物語による～

演奏曲目

草薙の剣

スターブドロックの伝説

華　円　舞

献呈と勝利

ヤンキー・ドゥードゥル・ファンタジー

アトランティス　失われた大陸

フニクリ・フニクラ

演奏曲目

アイガー：頂上への旅

ファイヤー　ダンス

ラプソディ　イン　ブルー

式典・聖歌と礼拝

あそびうたによる　３つのカプリッチョ
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中学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 上士幌町立上士幌中学校 大石　倫之 福田　洋介 銀賞

2 本別町立本別中学校 片桐　一成 福島　弘和 銀賞

3 幕別町立札内東中学校 野津　智子 Ｊ．シュトラウスⅡ世 代表・金賞

4 芽室町立芽室西中学校 荒地　ゆかり Ｍ．デ．ファリャ 金賞

5 大樹町立大樹中学校 千葉　央子 Ｒ．シェルドン 銀賞

6 音更町立共栄中学校 安食　祥 Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

7 広尾町立広尾中学校 重泉　弥子 Ｂ．アッペルモント 銀賞

8 池田町立池田中学校 田中　雄 Ｂ．バルトーク 金賞

9 新得町立新得中学校 村端　さやか Ｒ．Ｗ．スミス 銀賞

10 豊頃町立豊頃中学校 植松　恵 福島　弘和 銀賞

11 幕別町立幕別中学校 石丸　揚一郎 高橋　伸哉 金賞

12 音更町立下音更中学校 杉山　雅和 Ｄ．シェイファー 金賞

13 清水町立清水中学校 吉田　操織 Ｊ．Ｂ．チャンス 代表・金賞

14 鹿追町立鹿追中学校 大原　卓也 櫛田　肤之扶 銀賞

15 帯広市立帯広第五中学校 藤崎　博人 Ｃ．ツェラー 金賞

16 音更町立音更中学校 山田　絵里奈 保科　洋 代表・金賞

17 士幌町立士幌中央中学校 大山　奈都代 福田　洋介 銀賞

18 足寄町立足寄中学校 細野　ゆきえ 酒井　格 金賞

式典・聖歌と礼拝

ハドリアヌスの長城

ロビンソン・クルーソー

ルーマニア民族舞曲

呪文と踊り

東北の民謡によるコラージュ２０１１

喜歌劇「小鳥売り」セレクション

風紋

ファンタジアⅠ　織姫

ポロヌプ　大草原

エンカント

いつも風巡り会う空

ウェザー・リポート

私の子供たちのためのアルバムより　守護天使の夜、ファランドール

喜歌劇「こうもり」セレクション

吹奏楽のための「風之舞」

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

ビヨンド・ザ・ハイヤー・スカイズ

演奏曲目
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中学校Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

帯広市立翔陽中学校 笠原　秀紀 樽屋　雅徳 銀賞

帯広市立緑園中学校 久保　睦則 Ｎ．ヘス 代表・金賞

帯広市立大空中学校 川津亜紀子 福田　洋介 金賞

音更町立緑南中学校 松隈　準 Ｇ．ロッシーニ 銀賞

帯広市立帯広第四中学校 森谷　みちる Ｃ．カーター 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 北海道帯広三条高等学校 島田　聖二 2 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 北海道帯広南商業高等学校 山口　智徳 4 交響詩「モンタニャールの詩」より Ｊ．Ｖ．ロースト 金賞

3 帯広北高等学校 井尾　孝志 2 ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 Ｚ．コダーイ 銀賞

4 北海道帯広柏葉高等学校 太田　究 5 ルイ＝ブルジョアの旋律による変奏曲 Ｃ．Ｔ．スミス 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 Ｅ．カールマン 金賞

3 北海道芽室高等学校 佐藤　祐一 Ｆ．リスト 代表・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 樽屋　雅徳 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 広瀬　勇人 代表・金賞

一般Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 十勝ウィンドシンフォニー 藤岡　剛 Ｗ．Ｈ．ヒル 代表・金賞

演奏曲目

セント・アンソニ－　ヴァリエーション

演奏曲目

民衆を導く自由の女神

演奏曲目

３つのアメリカの風景

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション

Ｂａｃｈの主題による幻想曲とフーガ

演奏曲目

「イーストコーストの風景」より　Ⅱキャッツキル山脈　Ⅲニューヨーク

サンシャイン・トリビュート

泥棒かささぎ　序曲

序奏とカプリス

演奏曲目

民衆を導く自由の女神
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