
第５８回帯広地区吹奏楽コンクール 2013年8月3・4日

小学校

順 団体名 指揮者 作曲者

1 芽室町立芽室西小学校 牧野　洋子 R.W.スミス 銀賞

2 帯広市立稲田小学校 山田　聡 高橋　宏樹 代表・金賞

3 芽室町立芽室小学校 吉田　幸代 L.ニーク 金賞

4 足寄町立足寄小学校 大野　周一 広瀬　勇人 代表・金賞

5 音更町立音更小学校 長谷川　香 W.スタルマン編曲 銀賞

6 大樹町立大樹小学校 森　　圭介 岡野　貞一/後藤　洋 銀賞

7
池田町立池田小学校
本別町立本別中央小学校

川口　正英 A.L.ウェバー/M.スウィニー 銀賞

高等学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 北海道大樹高等学校 細野　朋子 R.W.スミス 銀賞

2 帯広大谷高等学校 吉田　剛史 A.リード/R.ロングフィールド 金賞

3 北海道鹿追高等学校 芝田　喜子 F.V.スッペ/田川　伸一郎 銀賞

4 北海道清水高等学校 泉川　大輔 成田　勤 銀賞

5 北海道池田高等学校 本田　健一 W.A.モーツァルト/R.ロングフィールド 銀賞

6 白樺学園高等学校 山本　睦人 広瀬　勇人 代表・金賞

7 北海道本別高等学校 矢ノ目　知恵 高橋　宏樹 銀賞

8 北海道新得高等学校 郷　恭博 R.ミッチェル 銀賞

9 江陵高等学校 桂　小春 C.ツェラー/鈴木　英史 代表・金賞

10 北海道広尾高等学校 市川　りえ 福島　弘和 金賞

11 北海道上士幌高等学校 照井　聡 E.カールマン/鈴木　英史 銀賞

高等学校Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 北海道芽室高等学校 佐藤　祐一 J.S.バッハ／田村　文生 金賞

2 北海道帯広緑陽高等学校 佐々木　康人 G.プッチーニ／後藤　洋 代表・金賞

3 北海道帯広工業高等学校 田中　尚文 吹奏楽のための第一組曲　作品28より　Ⅰ・Ⅲ G.ホルスト 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 江田　菜摘 4 三つのジャポニズム 真島　俊夫 代表・金賞

2 幕別町立札内中学校 千葉　順子 4 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より「夕べの祈りとパントマイム」 E.フンパーティング/中原　達彦 銀賞

3 帯広市立帯広第一中学校 齊藤　真寛 4 序曲「ピータールー」 M.アーノルド/近藤　久敦 金賞

4 帯広市立南町中学校 宗岡　芳樹 2 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より P.マスカーニ/宍倉　晃 代表・金賞

5 帯広市立帯広第五中学校 藤崎　博人 4 喜歌劇「小鳥売り」セレクション C.ツェラー/鈴木　英史 銀賞

喜歌劇「小鳥売り」セレクション

クリスマスへの招待

演奏曲目

果てしない頂き

序曲「サーリセルカの森」

ブラヴューラ

カルカソンヌの城

春に寄せて ～ 風は光り、春はひらめく ～

演奏曲目

前奏曲　変ホ長調

歌劇「トスカ」第一幕より

故郷 ～ 希望への序曲 ～

オペラ座の怪人

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション

演奏曲目

エンカント

序曲　春の猟犬

喜歌劇「スペードの女王」序曲

Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｈｏｒｉｚｏｎ

レクイエム　Ｋ.626　入祭唱・キリエ

レパントの海戦

ふたつの伝承歌

大草原の歌
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中学校Ｃ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 音更町立下音更中学校 杉山　雅和 R.シェルドン 銀賞

2 音更町立音更中学校 山田　絵里奈 真島　俊夫 金賞

3 芽室町立芽室西中学校 荒地　ゆかり O.レスピーギ/海道　響 銀賞

4 士幌町立士幌町中央中学校 大山　奈都代 J.スウェアリンジェン 銀賞

5 池田町立池田中学校 田中　雄 B.バルトーク/田川　伸一郎 代表・金賞

6 上士幌町立上士幌中学校 山中　冬樹 J.スウェアリンジェン 銀賞

7 豊頃町立豊頃中学校 植松　恵 坂井　貴祐 銀賞

8 中札内村立中札内中学校 川嶋　咲希 櫛田　胅之扶 銀賞

9 音更町立共栄中学校 鯉渕　駿 櫛田　胅之扶 金賞

10 広尾町立広尾中学校 重泉　弥子 ケルト民謡/建部　知弘 銀賞

11
新得町立新得中学校
新得町立屈足中学校

村端　さやか 後藤　洋 銀賞

12 帯広市立帯広第八中学校 佐々木　円 兼田　敏 銀賞

13 幕別町立札内東中学校 野津　智子 F.レハール/鈴木　英史 代表・金賞

14 帯広市立大空中学校 川津　亜紀子 福田　洋介 銀賞

15 鹿追町立鹿追中学校 大石　倫之 櫛田　胅之扶 銀賞

16 本別町立本別中学校 片桐　一成 D.R.ホルジンガー 金賞

17 大樹町立大樹中学校 千葉　央子 R.W.スミス 銀賞

18 清水町立清水中学校 吉田　操織 M.デ．ファリャ/藤田　玄播 代表・金賞

19 幕別町立幕別中学校 坂下　理沙 嘆きと祈り～コラールとトッカータ～ 福島　弘和 金賞

20 足寄町立足寄中学校 細野　ゆきえ いつも風　巡り会う空 福島　弘和 銀賞

スクーティン・オン・ハードロック～３つの即興的ジャズ風舞曲～

海の男たちの歌

バレエ音楽「恋は魔術師」より　パントマイム　火祭りの踊り

ケルト民謡による組曲　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール

ア・ソング・オブ・ホープ

シンフォニック・バンドのためのパッサカリア

"The Merry Widow" Selections for Wind Orchestra

Ｔｈｅ　Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｓｐｉｒｉｔ

雪月花

元禄

演奏曲目

セレブレイション　アンド　ソング

波の見える風景

バレエ音楽「風変わりな店」より

マジェスティア

「舞踏組曲」より　Ⅱ・Ⅴ・終曲

狂詩曲「ノヴェナ」

ヘリオスフィア

組曲「斑鳩の空」より　夢殿、まほろば、里人の踊り
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中学校Ｂ編成

順 団体名 指揮者 作曲者

1 帯広市立西陵中学校 森谷　みちる 櫛田　胅之扶 銀賞

2 音更町立緑南中学校 松隈　準 R.W.スミス 銀賞

3 帯広市立帯広第二中学校 下町　佳孝 C.ツェラー/鈴木　英史 金賞

4 帯広市立帯広第四中学校 山﨑　千寿子 E.カールマン/鈴木　英史 銀賞

5 帯広市立緑園中学校 阪本　幸子郎 大栗　裕 代表・金賞

6 帯広市立翔陽中学校 笠原　秀紀 嵌め込み故郷 阿部　亮太郎 金賞

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 4 交響組曲「シェエラザード」より N.A.R=コルサコフ/鈴木　栄一 代表・金賞

2 帯広北高等学校 井尾　孝志 4 交響曲第１番「ニュー・デイ・ライジング」より S.ライニキー 金賞

3 北海道帯広柏葉高等学校 太田　究 2 哀歌 F.リスト/田村　文生 金賞

4 北海道帯広南商業高等学校 山口　智徳 4 宇宙の音楽 P.スパーク 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 柳川　和樹 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 渡部　哲哉 代表・金賞

職場一般Ａ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 4 ウィークエンド　イン　ニューヨーク P.スパーク 代表・金賞

演奏曲目

落夏流穂

演奏曲目

オマージュ ～潤いは全てに生命を与えた～ より

演奏曲目

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション

仮面幻想

演奏曲目

斑鳩の空

夢の星

喜歌劇「小鳥売り」セレクション


