
　第１日プログラム ２０１６年１月１６日（土）　

中学校　個人の部

1 滝川市立明苑中学校 Picc

「雨が降る」の主題による幻想曲 P.ジュナン

2 三笠市立三笠中学校 Ob

オーボエ・ソナタ ニ長調 作品166より 1楽章 C.サン=サーンス

3 深川市立一已中学校 Ob

オーボエとピアノのためのソナタ 作品166 C.サン=サーンス

4 岩見沢市立栗沢中学校 Cl

アダージョ H.J.ベールマン

5 砂川市立砂川中学校 Cl

ソナタ 作品167より C.サン=サーンス

6 深川市立深川中学校 Cl

コンチェルティーノ C.M.ウェーバー

7 岩見沢市立光陵中学校 A.Sax

プレリュードとサルタレロ R.プラネル

8 砂川市立石山中学校 A.Sax

子守唄 G.フォーレ

9 雨竜町立雨竜中学校 A.Sax

シャンソンとパスピエ J.リュエフ

10 岩見沢市立緑中学校 A.Sax

スカラムーシュ D.ミヨー

11 月形町立月形中学校 A.Sax

ロマンティック組曲より Ⅰ.イタリア風セレナーデ R.プラネル

12 奈井江町立奈井江中学校 A.Sax

シャンソンとパスピエ J.リュエフ

13 新十津川町立新十津川中学校 B.Sax

ヴァイオリン・ソナタより H.エックレス

14 岩見沢市立北村中学校 Tp

華麗なる幻想曲 J.B.アーバン

15 滝川市立江陵中学校 Tp

“輝く雪の歌”による変奏曲 J.B.アーバン



16 美唄市立東中学校 Tb

ソナタ No.1 より J.E.ガリアルド

17 美唄市立美唄中学校 Tb

カヴァティーナ C.サン=サーンス

中学校　アンサンブルの部

1 新十津川町立新十津川中学校 （打楽器３重奏）

ラプソディーⅢ - 凛 福田　洋介

2 滝川市立江陵中学校 （打楽器５重奏）

ゲインズボロー T.ゴーガー

3 美唄市立美唄中学校 （打楽器５重奏）

シンデレラ～５人の打楽器奏者のための J.グラステイル

4 三笠市立三笠中学校 （打楽器７重奏）

エクリプス・ルチア J.グラステイル

5 雨竜町立雨竜中学校 （管打６重奏）

ヴィクトリア女王と素晴らしき英国 A.サリヴァン

6 美唄市立東中学校 （管打６重奏）

組曲「王宮の花火の音楽」より G.F.ヘンデル

7 妹背牛町立妹背牛中学校 （管打６重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

8 滝川市立開西中学校 （管打６重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

9 秩父別町立秩父別中学校 （管打６重奏）

３つの花 福田　洋介

10 奈井江町立奈井江中学校 （管打７重奏）

ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」より B.バルトーク

11 砂川市立石山中学校 （管打８重奏）

トオロワジエム・バレエ・シメリック 天野　正道

12 砂川市立砂川中学校 （管打８重奏）

シング・シング・シング L.プリマ

13 岩見沢市立緑中学校 （管打８重奏）

ふたつの伝承歌 高橋　宏樹



14 岩見沢市立東光中学校 （管打８重奏）

夢への冒険 福島　弘和

15 奈井江町立奈井江中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

16 深川市立深川中学校 （クラリネット３重奏）

ウェントス 石毛　里佳

17 岩見沢市立光陵中学校 （クラリネット５重奏）

歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り A.ポンキエルリ

18 岩見沢市立栗沢中学校 （サクソフォーン３重奏）

むさしのファンタジア 三澤　慶

19 南幌町立南幌中学校 （サクソフォーン４重奏）

アリオンの琴歌 八木澤教司

20 美唄市立美唄中学校 （木管３重奏）

木管三重奏の愉しみ 福島　弘和

21 美唄市立東中学校 （木管４重奏）

チェンバロ組曲より J.マッテゾン

22 滝川市立明苑中学校 （木管５重奏）

木管五重奏曲 作品８８－２ A.ライヒャ

23 赤平市立赤平中学校 （木管７重奏）

トリオより Ⅳ. C.ドビュッシー

24 滝川市立江陵中学校 （木管８重奏）

パーテル・ノステル Ⅲ 八木澤教司

25 芦別市立芦別中学校 （木管８重奏）

イントラーダ Ⅱ 八木澤教司

26 深川市立一已中学校 （木管８重奏）

弦楽四重奏曲第２番「カバルダの主題による」より第１楽章 S.プロコフィエフ

27 岩見沢市立緑中学校 （管楽４重奏）

ラノベ ファンタジア 宮川　成治

28 砂川市立砂川中学校 （管楽５重奏）

波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋

29 北竜町立北竜中学校 （管楽６重奏）

晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘

30 滝川市立江部乙中学校 （管楽７重奏）

富山県民謡「こきりこ」 富山県民謡



31 三笠市立三笠中学校 （管楽８重奏）

晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘

32 岩見沢市立北村中学校 （管楽８重奏）

イントラーダ Ⅱ 八木澤教司

33 秩父別町立秩父別中学校 （金管３重奏）

星屑のスケッチ 辻　峰拓

34 雨竜町立雨竜中学校 （金管５重奏）

組曲「スペイン」より タンゴ、カタルーナ奇想曲 I.アルベニス

35 岩見沢市立栗沢中学校 （金管５重奏）

コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

36 岩見沢市立光陵中学校 （金管８重奏）

テルプシコーレ舞曲集 より M.プレトリウス

37 滝川市立明苑中学校 （金管８重奏）

パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

38 赤平市立赤平中学校 （金管８重奏）

ガーシュイン・エアー G.ガーシュイン

39 芦別市立芦別中学校 （金管８重奏）

テレプシコーレ Ⅰ 森田　一浩

40 深川市立一已中学校 （金管８重奏）

金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 高橋　宏樹

41 深川市立深川中学校 （金管８重奏）

ピーコック・ブルー 福田　洋介

42 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

　第２日プログラム ２０１６年１月１７日（日）　

小学校　個人の部

1 深川市立深川小学校 Fl

「歌の翼」による幻想曲 H.シュティックメスト

2 岩見沢市立南小学校 Fl

パンの笛　Op.15 J.ムーケ

3 砂川市立砂川小学校 Tub

Forty　Fathoms H.L.ウォルターズ



高等学校　個人の部

1 岩見沢東高等学校 Fl

ファンタジー P.ゴーベール

2 滝川高等学校 Fl

グランド　ポロネーズ　Op.16 T.ベーム

3 深川東高等学校 Ob

オーボエ協奏曲　ニ短調 A．マルチェッロ

4 滝川西高等学校 Fg

アンダンテとハンガリー風ロンド C.M.ウェーバー

5 岩見沢緑陵高等学校 Cl 伴奏：

ウェーバーへのオマージュ B.コバーチェ

6 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

7 岩見沢農業高等学校 Tp

「輝く雪の歌」による変奏曲 J.B.アーバン

8 深川西高等学校 Tb

コンチェルティーノ F.ダヴィッド

大学･職場･一般　個人の部

1 岩見沢市民吹奏楽団 Cl

演奏会用小品 R.ガロワ＝モンブラン

小学校　アンサンブルの部

1 岩見沢市立栗沢小学校 （管打６重奏）

彼方の光を掴むとき 和田　直也

2 砂川市立砂川小学校 （管打６重奏）

ラ・クカラーチャ メキシコ民謡

3 岩見沢市立栗沢小学校 （管打６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

4 月形町立月形小学校 （管打６重奏）

「私の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



5 砂川市立砂川小学校 （管打８重奏）

TOMORROW 岡本　真夜

6 深川市立深川小学校 （クラリネット４重奏）

スリー　ラテン　ダンス P.ヒケティック

7 岩見沢市立南小学校 （サクソフォン４重奏）

子供の情景より R.シューマン

8 岩見沢市立南小学校 （金管４重奏）

こどもの民謡より J.ブラームス

9 滝川市立滝川第三小学校 （金管８重奏）

シャルトリューズ・グリーン・エアー M.ゴールドマン

10 深川市立深川小学校 （金管８重奏）

ピーコック・ブルー 福田　洋介

高等学校　アンサンブルの部

1 岩見沢西高等学校 （打楽器３重奏）

パーカッシヴ・ウェーブ～３人の打楽器奏者のために 片岡　寛晶

2 砂川高等学校 （打楽器３重奏）

色彩舞踊より「花緑青」「照柿」「熨斗目花色」 山澤　洋之

3 深川西高等学校 （打楽器３重奏）

夢幻 石毛　里佳

4 滝川高等学校 （フルート５重奏）

カプリチオ T.ベンジャミン



5 深川西高等学校 （クラリネット４重奏）

朝のソナタ 高橋　宏治

6 岩見沢東高等学校 （クラリネット６重奏）

クラリネット・ダンス 福田　洋介

7 滝川高等学校 （サクソフォーン５重奏）

セカンド・バトル 天野　正道

8 岩見沢農業高等学校 （木管４重奏）

ラノベ　ファンタジア 宮川　成治

9 岩見沢西高等学校 （木管５重奏）

メセナの丘で 荒川　　洋

10 岩見沢緑陵高等学校 （木管７重奏）

主題と変奏「第１２旋法によるメタモルフォーゼ」より O.レスピーギ

11 芦別高等学校 （木管８重奏）

喜歌劇「こうもり」序曲 J.シュトラウス

12 滝川西高等学校 （ホルン４重奏）

コンチェルティーノ A.ミツーシン

13 岩見沢東高等学校 （ホルン４重奏）

「フリッパリーズ」より L.E.ショウ

14 砂川高等学校 （金管４重奏）

混沌の華 宮川　成治

15 岩見沢緑陵高等学校 （金管６重奏）

金管六重奏のための３つのインベンション 鹿野　草平

16 芦別高等学校 （金管７重奏）

連獅子 福田　洋介

職場・一般　アンサンブルの部

1 岩見沢市民吹奏楽団 （クラリネット４重奏）

ディヴェルティメント A.ウール

2 岩見沢市民吹奏楽団 （サクソフォーン４重奏）

四重奏曲　作品５３ J.B.サンジュレ

3 美唄市役所音楽部 （トロンボーン４重奏）

トロンボーン四重奏のための組曲「ドリーム」より　Ⅲ・Ⅳ 小長谷宗一


