
第３６回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１７年１月２３日

小学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 足寄小学校 管打６重奏 私と子供たちのためのアルバム　より　 鉛の兵隊の行進 Ｇ．ピエルネ 銀賞

2 芽室西小学校 管打８重奏 組曲「ウィリアムバード」より　戦いの前の行進曲 Ｗ．バード 銀賞

3 池田小学校 管打８重奏 アイリッシュ　スピリッツ　II アイルランド民謡 金賞・代表

4 稲田小学校 木管３重奏 トルコ行進曲 Ｗ．Ａ．モーツァルト 銀賞

5 池田小学校 木管６重奏 アイネ クライネ ナハトムジ ク Ｗ Ａ モ ツ ルト 銀賞5 池田小学校 木管６重奏 アイネ クライネ ナハトムジーク Ｗ．Ａ．モーツァルト 銀賞

6 芽室西小学校 管楽８重奏 カプリオール組曲　より　１．６楽章 Ｐ．ウォーロック 銀賞

7 足寄小学校 金管５重奏 カプリオール組曲　より Ｐ．ウォーロック 金賞・代表

帯広地区吹奏楽連盟



第３６回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１７年１月２３日

中学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 浦幌中学校 打楽器５重奏 バレエ音楽「ガイーヌ」より　 II.剣の舞　III.アイシェの踊り Ａ．ハチャトゥリアン Time Over

2 新得中学校 管打６重奏 ハンガリーの風景　より バルトーク. Ｂ 銀賞

3 上士幌中学校 管打７重奏 お菓子の世界　より　 「チョコ・バー」「ウェハース」「鬼あられ」 湯山　　昭 銀賞

4 帯広第六中学校 管打８重奏 子供たちの情景 バルトーク. Ｂ 銀賞

5 緑園中学校 管打８重奏 子供のアルバム より Ａ ハチャトゥリアン 金賞 代表5 緑園中学校 管打８重奏 子供のアルバム より Ａ．ハチャトゥリアン 金賞・代表

6 大樹中学校 管打８重奏 子供たちの情景 バルトーク. Ｂ 銀賞

7 芽室中学校 管打８重奏 子供たちの情景 バルトーク. Ｂ 金賞

8 足寄中学校 管打８重奏 子供の領分　より　 ゴリウォーグのケークウォーク Ｃ．ドビュッシー 銀賞

9 帯広第一中学校 管打８重奏 ストラクチュア 天野 正道 銀賞9 帯広第 中学校 管打８重奏 ストラクチュア 天野 正道 銀賞

10 西陵中学校 管打８重奏 ６本のクラリネットと２人の打楽器奏者のための「インプレッションズ」 櫛田　昳之扶 金賞・代表

11 芽室西中学校 管打８重奏 子供たちの情景 バルトーク. Ｂ 銀賞

12 帯広第五中学校 クラリネット４重奏 クラリネット四重奏のための　 クローバー・ファンタジー 三浦　真理 銀賞

13 帯広第一中学校 クラリネット７重奏 ドデカフォニック・エッセイ Ｅ．Ａ．デル　ボルゴ 銀賞

帯広第八中学校 ク リネ ト 重奏 序奏と ド ジ イ ブ 金賞 代表14 帯広第八中学校 クラリネット７重奏 序奏とロンド Ｇ．ジェイコブ 金賞・代表

15 帯広第五中学校 サキソフォーン３重奏 ３つのコラール前奏曲 Ｇ．Ｐ．テレマン 銀賞

16 帯広第四中学校 サキソフォーン３重奏 サクソフォーンのためのトリオ　より　 第１番　セレニーテ Ｊ．マイロ 銀賞

17 緑園中学校 サキソフォーン４重奏 異教徒の踊り Ｐ．ショルティーニョ 金賞

18 帯広第二中学校 サキソフォーン５重奏 セカンド バトル 天野 正道 金賞18 帯広第二中学校 サキソフォ ン５重奏 セカンド バトル 天野 正道 金賞

19 札内中学校 木管５重奏 アニトラの踊り Ｅ．グリーグ 銀賞

20 上士幌中学校 木管６重奏 幻想小曲集　より　スケルツォ Ｃ．Ｔ．グリフェス 銀賞

21 音更中学校 木管７重奏 メイ・ソング Ｅ．エルガー 銅賞

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

23 札内東中学校 木管８重奏 ８つのロシア民謡　より Ａ．Ｋ．リアドフ 銀賞

24 池田中学校 管楽４重奏 ブラック　アンド　ホワイト　ラグ Ｇ．Ｗ．ボッツフォード 銀賞

25 豊頃中学校 管楽８重奏 カプリオール組曲　より　１．６ Ｐ．ウォーロック 銅賞

26 札内中学校 金管５重奏 カプリオール組曲　より　１．６ Ｐ．ウォーロック 銀賞

27 札内東中学校 金管６重奏 エピソード 兼田 敏 銀賞27 札内東中学校 金管６重奏 エピソード 兼田 　敏 銀賞

28 西陵中学校 金管８重奏 ３匹の猫　より Ｃ．ヘーゼル 金賞・代表

29 足寄中学校 金管８重奏 ロンドンの小景 Ｇ．ラングフォード 金賞

30 浦幌中学校 金管８重奏 イントラーダ　～金管八重奏のための～ 矢木澤　教司 銀賞

帯広地区吹奏楽連盟



第３６回　帯広地区アンサンブルコンクール 平成１７年１月２３日

高等学校の部

帯広地区吹奏楽連盟

1 清水高等学校 打楽器４重奏 興奮 山本　教生 銀賞

2 帯広北高等学校 打楽器６重奏 パーテル　ノステル 山本　教生 金賞

3 鹿追高等学校 管打６重奏 私の子供たちのアルバム　より　鉛の兵隊の行進 Ｇ．ピエルネ 銀賞

4 芽室高等学校 管打７重奏 ルーマニア民族舞曲 バルトーク．Ｂ 銅賞

5 帯広緑陽高等学校 管打８重奏 前奏曲集 第１番 より 「パ クの踊り」「吟遊詩人」 Ｃ ドビ シ 銀賞5 帯広緑陽高等学校 管打８重奏 前奏曲集 第１番 より  「パックの踊り」「吟遊詩人」 Ｃ．ドビュッシー 銀賞

6 帯広大谷高等学校 管打８重奏 クワイエット　サンセット 真島　俊夫 銀賞

7 大樹高等学校 管打８重奏 １５のハンガリー農民の歌　より バルトーク．Ｂ 金賞

8 帯広柏葉高等学校 クラリネット８重奏 スラブ舞曲　第１５番　作品７２－７ Ａ．ドヴォルザーク 金賞

9 帯広南商業高等学校 クラリネット８重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金賞・代表9 帯広南商業高等学校 クラリネット８重奏 コラ ルと舞曲 Ｖ．ネリベル 金賞 代表

10 帯広南商業高等学校 サキソフォーン４重奏 ティータイムの画集　より　I .窓辺のプレリュード　III .フーガとリズム 三浦　真理 金賞

11 帯広三条高等学校 サキソフォーン６重奏 ルーマニア民族舞曲 バルトーク．Ｂ 金賞

12 帯広大谷高等学校 サキソフォーン８重奏 花鳥風月インテンション　II 櫛田　昳之扶 金賞

13 帯広三条高等学校 木管４重奏 アダージョとアレグロ　Ｋ．５９４ Ｗ．Ａ．モーツァルト 金賞・代表

芽室高等学校 木管 重奏 イネ ク イネ ナ トムジ ク ト 銀賞14 芽室高等学校 木管６重奏 アイネ　クライネ　ナハトムジーク Ｗ．Ａ．モーツァルト 銀賞

15 大樹高等学校 木管７重奏 プレリュード Ｇ．ガーシュウィン 銀賞

16 帯広北高等学校 木管８重奏 スルピリド 福島　弘和 金賞

17 上士幌高等学校 管楽６重奏 ルーマニア民族舞曲　より　I .II .V.VI.VII バルトーク．Ｂ 銀賞

18 清水高等学校 金管３重奏 三重奏曲 作品８７ より IV Ｌ．Ｖ．ベートヴェン 銀賞18 清水高等学校 金管３重奏 三重奏曲 作品８７ より IV Ｌ．Ｖ．ベ トヴェン 銀賞

19 鹿追高等学校 金管４重奏 春風もどり Ｌ．マレンツィオ 銀賞

20 池田高等学校 金管７重奏 アンダンテ　アンド　スケルツォ Ｅ．フレッチャー 銀賞

21 帯広柏葉高等学校 金管８重奏 ロンドンの小景　より　１．６ Ｇ．ラングフォード 金賞・代表

職場の部

1 六花亭管楽器 打楽器４重奏 興奮 山本　教生 金賞・代表

1 アッサンブラージュ クラリネット６重奏 弦楽四重奏曲　ト短調　作品１０ Ｃ．ドビュッシー 金賞

2 帯広吹奏楽研究会 サキソフォーン４重奏 アンダンテとスケルツォ Ｅ．ボザ 金賞・代表

3 WIND'S 管楽４重奏 ルーマニア民族舞曲 より I II V VI VII バルトーク Ｂ 銀賞

一般の部

3 WIND S 管楽４重奏 ルーマニア民族舞曲 より I .II.V.VI.VII バルトーク．Ｂ 銀賞

4 WIND'S 管楽７重奏 アレグロ　バルバロ バルトーク．Ｂ 金賞

帯広地区吹奏楽連盟


