
　第１日プログラム ２０１５年１月１７日（土）　

中学校　個人の部

1 滝川市立江部乙中学校 Tb

ソナタ No.1 より J.ガリアード

2 深川市立深川中学校 Euph

パナシェ R.デューハースト

3 滝川市立明苑中学校 Cl

カンツォネッタ G.ピエルネ

4 美唄市立東中学校 Cl

クラリネットソナタOp.167　第1楽章 C.サン=サーンス

5 滝川市立江陵中学校 Cl

序奏とロンド M.ヴィドール

6 砂川市立砂川中学校 Cl

クラリネットソナタOp.167 より C.サン=サーンス

7 岩見沢市立北村中学校 Cl

クラリネットソナタOp.167 より C.サン=サーンス

8 奈井江町立奈井江中学校 A.Sax

想いの届く日 C.ガルデル

9 岩見沢市立東光中学校 A.Sax

プレリュードとサルタレロ R.プラネル

10 岩見沢市立光陵中学校 A.Sax

プロヴァンスの風景　より P.モーリス

11 岩見沢市立栗沢中学校 A.Sax

ソナタより　第1楽章、第2楽章 H.エックレス

12 美唄市立美唄中学校 T.Sax

ファンタジア H.ヴィラ=ロボス

中学校　アンサンブルの部

1 芦別市立芦別中学校 （打楽器４重奏）

彩　～　楓 山澤　洋之

2 岩見沢市立東光中学校 （打楽器４重奏）

宝島への地図 高橋　宏樹

3 岩見沢市立緑中学校 （打楽器３重奏）

アマンド・ショコラ 高橋　宏樹



4 岩見沢市立栗沢中学校 （打楽器３重奏）

アマンド・ショコラ 高橋　宏樹

5 美唄市立東中学校 （管打８重奏）

トランペット・チューンとエア H.パーセル

6 三笠市立三笠中学校 （管打８重奏）

風の詩 福島　弘和

7 砂川市立石山中学校 （管打８重奏）

雅 櫛田テツ之扶

8 砂川市立砂川中学校 （管打８重奏）

ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 B.バルトーク

9 赤平市立赤平中学校 （管打８重奏）

アイン ヴァルツァー フィア ディッヒ 駒井　一輝

10 北竜町立北竜中学校 （管打８重奏）

マイ・ホームタウン 広瀬　勇人

11 美唄市立美唄中学校 （管打８重奏）

夢への冒険 福島　弘和

12 深川市立一已中学校 （管打７重奏）

春を呼ぶ風 福島　弘和

13 滝川市立開西中学校 （管打６重奏）

なぎさの詩 福田　洋介

14 滝川市立明苑中学校 （金管８重奏）

コラールとトッカータ 福島　弘和

15 奈井江町立奈井江中学校 （金管８重奏）

てぃーち てぃーる ～沖縄民謡による～ 福島　弘和

16 三笠市立三笠中学校 （金管８重奏）

選ばれた場所 福島　弘和

17 滝川市立江陵中学校 （金管８重奏）

３匹の猫 より　1.ミスター･ジャムス　3.バーリッジ C.ヘイゼル

18 深川市立深川中学校 （金管８重奏）

晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘

19 新十津川町立新十津川中学校 （金管８重奏）

第７旋法による８声のカンツォン第１番 G.ガブリエリ

20 滝川市立江部乙中学校 （金管５重奏）

フレール ジャック フランス民謡

21 赤平市立赤平中学校 （金管５重奏）

ファーストステップ！ 矢吹　雄介

22 滝川市立開西中学校 （金管４重奏）

混沌の華 宮川　成治



23 岩見沢市立東光中学校 （管楽８重奏）

小組曲より　「バレエ」 C.ドビュッシー

24 岩見沢市立北村中学校 （管楽８重奏）

晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘

25 岩見沢市立緑中学校 （管楽７重奏）

三日月のシャンソン 福田　洋介

26 秩父別町立秩父別中学校 （管楽６重奏）

小さな楽団のための組曲 より　Ⅰ前奏曲　Ⅲ行進曲 高橋　宏樹

27 深川市立一已中学校 （管楽５重奏）

コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

28 芦別市立芦別中学校 （木管８重奏）

パガニーニの主題による狂詩曲 S.ラフマニノフ

29 美唄市立東中学校 （木管８重奏）

小組曲より　「行列」 C.ドビュッシー

30 岩見沢市立栗沢中学校 （木管８重奏）

２つの歌 E.シャブリエ

31 新十津川町立新十津川中学校 （木管８重奏）

古風なメヌエット M.ラヴェル

32 滝川市立江部乙中学校 （木管５重奏）

ロンドンデリー・エアー F.ブリッジ

33 滝川市立明苑中学校 （木管５重奏）

グリーンスリーブス・ヴァリエーション イングランド民謡

34 岩見沢市立光陵中学校 （木管５重奏）

５つの管楽器のための小室内楽曲Op.24-2 より P.ヒンデミット

35 雨竜町立雨竜中学校 （木管５重奏）

サラバンド C.ドビュッシー

36 砂川市立砂川中学校 （木管４重奏）

「４つの古い舞曲」より J.ヴァンデルロースト

37 美唄市立美唄中学校 （木管３重奏）

ウインズオータム 岩村　雄太

38 砂川市立石山中学校 （サクソフォーン３重奏）

夕影のセレナーデ 福田　洋介

39 滝川市立江陵中学校 （クラリネット８重奏）

絵のない絵本～第１２夜～ 樽屋　雅徳

40 岩見沢市立光陵中学校 （クラリネット８重奏）

コラールと舞曲 V.ネリベル

41 深川市立深川中学校 （クラリネット３重奏）

３つの小品 天野　正道



　第２日プログラム ２０１５年１月１８日（日）　

小学校　個人の部

1 岩見沢市立南小学校 Tp

トランペット吹きの子守歌 L.アンダーソン

2 砂川市立砂川小学校 Tp

ルパン３世のテーマ '78 大野　雄二

3 深川市立深川小学校 Cl

歌劇「オベロン」の主題による小さな幻想曲 H.E.クローゼ

高等学校　個人の部

1 岩見沢東高等学校 Tp

演奏会用小品 A.シャイユー

2 滝川西高等学校 Hr

コルシカの歌 H.トマジ

3 深川西高等学校 Tb

コンチェルティーノ F.ダヴィッド

4 砂川高等学校 Euph

ラプソディ J.カーナウ

5 岩見沢農業高等学校 Fl

ロンド ニ長調 K184 W.A.モーツァルト

6 滝川高等学校 Fl

フルートとピアノのためのコンチェルティーノ 作品107 C.シャミナード

7 岩見沢西高等学校 Fg

ファゴット協奏曲 ヘ長調 C.ウェーバー

8 芦別高等学校 A.Sax

小さなチャルダッシュ P.イトゥラルデ

一般　個人の部

1 岩見沢市民吹奏楽団 Tp

ファンタジー J.バラ



小学校　アンサンブルの部

1 滝川市立滝川第三小学校 （管打８重奏）

時の栞 對馬　　樹

2 砂川市立砂川小学校 （管打８重奏）

ラ・クカラーチャ メキシコ民謡

3 岩見沢市立南小学校 （管打６重奏）

ワルツとロシアの踊り P.I.チャイコフスキー

4 岩見沢市立栗沢小学校 （管打６重奏）

金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 高橋　宏樹

5 岩見沢市立栗沢小学校 （管打６重奏）

スザート・ダンスリーより モール人の踊り、袋に1000ドゥカーテン金貨、戦い T.スザート

6 深川市立深川小学校 （金管８重奏）

ガーシュイン・イン・ブラス!!２ G.ガーシュイン

7 滝川市立滝川第三小学校 （金管５重奏）

組曲「王宮の花火の音楽」より G.ヘンデル

8 岩見沢市立南小学校 （金管５重奏）

スザート舞曲 T.スザート

9 岩見沢市立北村小学校 （管楽４重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

10 砂川市立砂川小学校 （木管８重奏）

歌劇「ソロチンスクの定期市」より M.ムソルグスキー

11 深川市立深川小学校 （クラリネット３重奏）

ウェントス 石毛　里佳

高等学校　アンサンブルの部

1 滝川高等学校 （打楽器８重奏）

紅蓮の斜陽　～８人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル

2 岩見沢西高等学校 （打楽器４重奏）

石を割る華 山澤　洋之

3 岩見沢東高等学校 （打楽器４重奏）

星物語　～打楽器四重奏のための～ 野本　洋介

4 岩見沢農業高等学校 （打楽器３重奏）

エオリアン・トリオ 金田　真一

5 芦別高等学校 （打楽器３重奏）

月迷宮／大神 山澤　洋之



6 滝川西高等学校 （管打８重奏）

ミスティック・ブラス J.グラステイル

7 砂川高等学校 （管打７重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

8 岩見沢緑陵高等学校 （金管８重奏）

「トルコ風の断章」作品62より I.イヴァノフ

9 砂川高等学校 （金管５重奏）

スザート舞曲 T.スザート

10 長沼高等学校 （管楽８重奏）

てぃーち てぃーる ～沖縄民謡による～ 福島　弘和

11 岩見沢農業高等学校 （管楽４重奏）

４つの古い舞曲 J.ヴァンデルロースト

12 芦別高等学校 （木管８重奏）

風の戯れⅡ 八木澤教司

13 岩見沢東高等学校 （木管８重奏）

ラプソディ・イン・ブルー G.ガーシュイン

14 滝川西高等学校 （木管５重奏）

「６つのバガテル」より G.リゲティ

15 岩見沢西高等学校 （木管５重奏）

３つの小品 J.イベール

16 滝川高等学校 （サクソフォーン５重奏）

ガラスの香り 福田　洋介

17 深川西高等学校 （サクソフォーン３重奏）

ノルウェーの農民舞曲より E.グリーグ

18 岩見沢緑陵高等学校 （クラリネット５重奏）

「弦楽四重奏曲」より C.ドビュッシー

職場・一般　アンサンブルの部

1 岩見沢市民吹奏楽団 （打楽器８重奏）

ジャンヌダルク J.グラステイル

2 岩見沢市民吹奏楽団 （サクソフォーン４重奏）

サクソフォーン４重奏のためのティータイムの画集 三浦　真理

3 WINDS･BAND レルシア （サクソフォーン３重奏）

パッション 高橋　伸哉


