
第３５回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１６年１月１８日

小学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 足寄小学校 管打８重奏 ラ　クカラーチャ メキシコ民謡 金賞・代表

2 足寄小学校 木管８重奏 フォスター　チューンズ　I S.フォスター 銀賞

3 稲田小学校 管楽６重奏 アイネ　クライネ　ナハトムジーク　より　アレグロ W.A.モーツァルト 銀賞

帯広地区吹奏楽連盟



第３５回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１６年１月１８日

中学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 札内東中学校 打楽器３重奏 オン　ザ　タウン 山本　教生 銀賞

2 池田中学校 打楽器６重奏 アンコール　イン　ジャズ V.ファース 銀賞

3 大樹中学校 管打６重奏 カプリオール組曲 P.ウォーロック 銀賞

4 上士幌中学校 管打８重奏 ゴリウォーグのケークウォーク C.ドビュッシー 銀賞

5 芽室西中学校 管打８重奏 前奏曲 第１集 より 亜麻色の髪の乙女 パ クの踊り Cドビ シ 銀賞5 芽室西中学校 管打８重奏 前奏曲 第１集 より 亜麻色の髪の乙女　パックの踊り C.ドビュッシー 銀賞

6 西陵中学校 管打８重奏 こどものアルバム　より A.ハチャトゥリアン 金賞

7 南町中学校 フルート４重奏 華麗なるスケルツォ A.セバーン 銀賞

8 帯広第四中学校 フルート４重奏 夏山の一日 E.ボザ 銀賞

9 下音更中学校 クラリネット３重奏 ラルゲットとアレグロ W.A.モーツァルト 銀賞9 下音更中学校 クラリネット３重奏 ラルゲットとアレグロ W.A.モ ツァルト 銀賞

10 帯広第一中学校 クラリネット４重奏 クラリネット　ラプソディ D.ベネット 金賞・代表

11 新得中学校 クラリネット４重奏 カラー　シェーム 山本　教生 金賞

12 帯広第五中学校 クラリネット４重奏 ディヴェルティメント　第３楽章 A.ウール 金賞・代表

13 帯広第二中学校 クラリネット５重奏 幻想的小曲集　作品６　より　スケルツォ C.T.グリフェス 金賞

帯広第八中学校 ク リネ ト 重奏 酋長 行列 イ 銀賞14 帯広第八中学校 クラリネット５重奏 酋長の行列 I.イワノフ 銀賞

15 足寄中学校 クラリネット５重奏 カプリッチョ I.P.シュヴァルツ 銀賞

16 清水中学校 クラリネット６重奏 アラベスク C.ドビュッシー 銀賞

17 帯広第三中学校 サキソフォーン３重奏 フーガ　１３番 J.S.バッハ 銀賞

18 清水中学校 サキソフォーン４重奏 エスコレガント，エポニーナとブレジェイロ E.ナザレー 銀賞18 清水中学校 サキソフォ ン４重奏 エスコレガント，エポニ ナとブレジェイロ E.ナザレ 銀賞

19 帯広第二中学校 サキソフォーン４重奏 サキソフォーン四重奏曲　より　第３楽章 A.デザンクロ 金賞・代表

20 本別中学校 木管５重奏 アニトラの踊り E.グリーグ 銀賞

21 帯広第一中学校 木管５重奏 ディヴェルティメント　第１楽章 J.ハイドン 金賞

22 帯広第六中学校 木管７重奏 ハンガリーの風景　より B.バルトーク 棄権

23 西陵中学校 木管８重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 金賞・代表

24 札内東中学校 管楽８重奏 子供たちのうた B.バルトーク 金賞

25 足寄中学校 金管５重奏 吟遊詩人のソナタ 不詳 銀賞

26 上士幌中学校 金管５重奏 カプリオール組曲　より　I.　バスダンス　VI.　マタサン P.ウォーロック 銀賞

27 札内中学校 金管５重奏 ５つの小品から I IV V Aホルボーン 銀賞27 札内中学校 金管５重奏 ５つの小品から I. IV. V. A.ホルボーン 銀賞

28 帯広第四中学校 金管５重奏 五重奏曲　変ニ長調 V.エワルド 銅賞

29 本別中学校 金管５重奏 組曲「ドリー」より　子守歌，スペイン風の踊り G.フォーレ 銅賞

30 帯広第六中学校 金管７重奏 子供たちの情景 B.バルトーク 銀賞

31 緑園中学校 金管８重奏 プレリュード G.ガーシュウィン 金賞

帯広地区吹奏楽連盟



第３５回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１６年１月１８日

高等学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 池田高等学校 打楽器５重奏 「大地の鼓動」より　自由への戦い 猪俣　猛 金賞

2 帯広柏葉高等学校 管打７重奏 ダンス，コラール，ヴァリエーション ＫＩＷＡＭＩ 銀賞

3 大樹高等学校 管打７重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 銀賞

4 足寄高等学校 管打８重奏 バレエ「くるみ割り人形」から　小序曲 P.チャイコフスキー 銀賞

5 帯広緑陽高等学校 サキソフォ ン３重奏 サキソフォ ンのための三重奏曲 Jマイヨ 金賞5 帯広緑陽高等学校 サキソフォーン３重奏 サキソフォーンのための三重奏曲 J.マイヨ 金賞

6 帯広南商業高等学校 サキソフォーン４重奏 カンツォーナ・ヴァリエ　より A.グラズノフ 金賞

7 帯広大谷業高等学校 サキソフォーン４重奏 ストレンジ　グラス　ホッパー 菅野　洋子 金賞

8 帯広柏葉高等学校 サキソフォーン４重奏 サキソフォーン四重奏曲　より　III，IV M.ジャンジャン 金賞

9 帯広北等学校 サキソフォーン４重奏 演奏会用四重奏曲 J.リュエフ 金賞・代表9 帯広北等学校 サキソフォ ン４重奏 演奏会用四重奏曲 J.リュエフ 金賞 代表

10 帯広南商業高等学校 サキソフォーン４重奏 異教徒の踊り P.ショルティーノ 金賞

11 帯広大谷高等学校 サキソフォーン８重奏 トッカータとフーガ　ニ短調 J.S.バッハ 銀賞

12 帯広三条高等学校 木管５重奏 三つの小品 J.イベール 金賞

13 広尾高等学校 管楽５重奏 アベ　マリア F.メンデルスゾーン 銀賞

芽室高等学校 管楽 重奏 夢 ドビ シ 銀賞14 芽室高等学校 管楽５重奏 夢 C.ドビュッシー 銀賞

15 芽室高等学校 トロンボーン４重奏 テレプシコーレ舞曲集　より　クーラント，スパニョレッタ，バレエ M.プレトリウス 銀賞

16 大樹高等学校 金管４重奏 四重奏曲　より　I，IV P.M.デュボア 銀賞

17 清水高等学校 金管５重奏 ルーマニアのクリスマスの子供の歌　より　第１集 B.バルトーク 銀賞

18 帯広北高等学校 金管８重奏 ロンドンの小景 G.ラングフォード 金賞・代表18 帯広北高等学校 金管８重奏 ロンドンの小景 G.ラングフォ ド 金賞・代表

1 WIND's クラリネット４重奏 ソナタ　ト短調　より　第１楽章，第２楽章 T.アルビノーニ 金賞

2 幕別アッサンブラージュ クラリネット７重奏 リクディム　より　I，III，IV J.V.der.ロースト 金賞・代表

一般の部

帯広地区吹奏楽連盟


