
　第１日プログラム １月１４日（土）　

中学校　個人の部

1 岩見沢市立光陵中学校 Tp

オリエンタル J.E.バラ

2 滝川市立明苑中学校 B.Cl

バスクラリネットのためのバラード E.ボザ

3 滝川市立江陵中学校 A.Sax

シャンソンとパスピエ J.リュエフ

4 砂川市立砂川中学校 Tp

トランペット協奏曲より　第２楽章 J.ハイドン

5 深川市立一已中学校 Cl

ソナタ　作品１６７ C.サン=サーンス

6 三笠市立三笠中学校 Cl

コンチェルティーノ C.M.ウェーバー

7 美唄市立美唄中学校 Ob

オーボエとピアノのためのソナタ 作品166より　１楽章 C.サン=サーンス

8 美唄市立東中学校 Euph

ピース J.ゴーランド

9 深川市立深川中学校 A.Sax

アルト・サクソフォンとピアノのための組曲 P.ボノー

10 滝川市立江部乙中学校 Euph

イナのための歌 P.スパーク

中学校　アンサンブルの部

1 滝川市立江陵中学校 （打楽器５重奏）

ケフェウス 野本　洋介

2 岩見沢市立緑中学校 （管打７重奏）

小さな楽団のための組曲 高橋　宏樹



3 美唄市立東中学校 （サクソフォン３重奏）

ラルゴとアレグロ　「オーボエソナタハ長調」より J.B.ルイエ

4 滝川市立明苑中学校 （管打８重奏）

フォロー・ミー　～若き馬方の夢～ 足立　　正

5 北竜町立北竜中学校 （管楽３重奏）

ユイマール 広瀬　勇人

6 岩見沢市立光陵中学校 （金管８重奏）

もう一匹の猫　クラーケン C.ヘイゼル

7 砂川市立砂川中学校 （金管８重奏）

もう一匹の猫「クラーケン」 C.ヘイゼル

8 美唄市立美唄中学校 （管打６重奏）

８つの小品より R.グリエール

9 妹背牛町立妹背牛中学校 （管楽４重奏）

ラノベ　ファンタジア 宮川　成治

10 岩見沢市立光陵中学校 （クラリネット４重奏）

クラリネット　ラプソディー D.ベネット

11 美唄市立東中学校 （管楽５重奏）

組曲「子供の領分」より第6曲“ゴリウォーグのケークウォーク” C.ドビュッシー

12 秩父別町立秩父別中学校 （管楽４重奏）

「こどもの生活」より　陽気な心と敬虔な気持ち　おばあさんの怖いお話　グランド・パレード T.クラック

13 赤平市立赤平中学校 （管打７重奏）

フラワークラウン 和田　直也

14 奈井江町立奈井江中学校 （金管８重奏）

交響詩「フィンランディア」 J.シベリウス

15 三笠市立三笠中学校 （打楽器６重奏）

ヴォルケーノ・タワー～６人の打楽器奏者のための～ J.グラステイル

16 深川市立深川中学校 （金管８重奏）

金管八重奏のためのラファーガ 河合　和貴

17 岩見沢市立東光中学校 （管打８重奏）

風の詩 福島　弘和

18 芦別市立芦別中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

19 新十津川町立新十津川中学校 （管打７重奏）

名も無き物語 宮川　成治



20 雨竜町立雨竜中学校 （金管３重奏）

「グラツィエ・ダモーレ」より C.ネグリ

21 三笠市立三笠中学校 （木管５重奏）

「小組曲」より 櫛田胅之扶

22 芦別市立芦別中学校 （木管６重奏）

セクステット・ムーブメント 今村　愛紀

23 深川市立一已中学校 （金管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

24 美唄市立美唄中学校 （管打５重奏）

ブリリアント　ダンス 福田　洋介

25 滝川市立明苑中学校 （サクソフォン３重奏）

ガラスの香り 福田　洋介

26 深川市立一已中学校 （管打８重奏）

パガニーニの主題による変奏曲 片岡　寛晶

27 新十津川町立新十津川中学校 （木管８重奏）

土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 松下　倫士

28 滝川市立開西中学校 （管打８重奏）

ソロモンの指輪 広瀬　勇人

29 深川市立深川中学校 （打楽器３重奏）

饗応空間第1番 杉山　義隆

30 滝川市立江部乙中学校 （管打７重奏）

こきりこ 富山県民謡

31 砂川市立砂川中学校 （管打８重奏）

RUBBER  DUCK  RACE　～おもちゃのアヒルの大冒険～ 宮川　成治

32 赤平市立赤平中学校 （管打８重奏）

RUBBER  DUCK  RACE　～おもちゃのアヒルの大冒険～ 宮川　成治

33 秩父別町立秩父別中学校 （管打５重奏）

私の子どもたちのためのアルバムより　鉛の兵隊の行進 G.ピエルネ

34 奈井江町立奈井江中学校 （フルート３重奏）

三本のフルートの為の「雅」 櫛田胅之扶

35 滝川市立江陵中学校 （金管８重奏）

テレプシコーレⅠ 森田　一浩

36 岩見沢市立栗沢中学校 （金管５重奏）

ポップ組曲 A.フラッケンポール



37 岩見沢市立栗沢中学校 （サクソフォン３重奏）

アミューズメント・パーク組曲 高橋　宏樹

38 雨竜町立雨竜中学校 （管打５重奏）

フランス組曲第2番より J.S.バッハ

39 岩見沢市立東光中学校 （金管８重奏）

サン・ファン・バウティスタ号の航海 酒井　　格

40 岩見沢市立北村中学校 （管打８重奏）

小さな楽団のための組曲 高橋　宏樹

41 滝川市立開西中学校 （木管４重奏）

フォルモサの風 朴　　守賢

　第２日プログラム １月１５日（日）　

小学校　個人の部

1 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

2 砂川市立砂川小学校 Euph

糸 中島みゆき

3 岩見沢市立南小学校 Cl

アダージョ H.J.ベールマン

小学校　アンサンブルの部

1 深川市立深川小学校 （クラリネット３重奏）

ツインテールの女の子 八木澤教司

2 砂川市立砂川小学校 （木管７重奏）

歌劇「ソロチンスクの定期市」より 定期市の情景 M.P.ムソルグスキー

3 砂川市立砂川小学校 （管打７重奏）

ラ・クカラーチャ メキシコ民謡

4 滝川市立滝川第三小学校 （金管８重奏）

ディープスカイ 足立　　正

5 深川市立深川小学校 （木管３重奏）

３つのわらべうた 高橋　宏樹



6 滝川市立滝川第三小学校 （管打８重奏）

ソロモンの指輪 広瀬　勇人

7 岩見沢市立栗沢小学校 （管打８重奏）

明日へ吹く風 和田　直也

8 岩見沢市立栗沢小学校 （管打７重奏）

アルルの女第２組曲より 第４楽章 ファランドール G.ビゼー

9 月形町立月形小学校 （管打７重奏）

軍隊行進曲 F.シューベルト

高等学校　個人の部

1 岩見沢農業高等学校 T.Sax

アルペジョーネ・ソナタより F.シューベルト

2 岩見沢東高等学校 A.Sax

アルトサックスとピアノのための組曲 P.ボノー

3 美唄尚栄高等学校 Hr

ホルン協奏曲第３番　第１楽章 W.A.モーツァルト

4 滝川高等学校 Tb

有名なアリア E.パウデルト

5 長沼高等学校 Tuba

チューバ組曲より D.ハダッド

6 深川東高等学校 Tuba

アンダンテとロンド A.カプッツィ

7 岩見沢緑陵高等学校 Cl

アダージョとタランテラ E.カヴァッリーニ

一般　個人の部

1 岩見沢市民吹奏楽団 S.Sax

ファンタジア H.ヴィラ＝ロボス



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）

月迷宮／大神 山澤　洋之

2 滝川高等学校 （フルート６重奏）

天空に舞う６人の天使達 天野　正道

3 岩見沢緑陵高等学校 （金管４重奏）

パッサカリアとフーガ ＢＷＶ５８２より パッサカリア J.S.バッハ

4 岩見沢緑陵高等学校 （木管６重奏）

木管六重奏のための「春」より H.トマジ

5 滝川西高等学校 （金管８重奏）

ダウランド組曲 J.ダウランド

6 長沼高等学校 （管楽５重奏）

ふたつの伝承歌 より 高橋　宏樹

7 栗山高等学校 （管打６重奏）

ブリリアント ダンス 福田　洋介

8 岩見沢東高等学校 （サクソフォン４重奏）

サクソフォーン四重奏曲 作品５３ J.B.サンジュレー

9 岩見沢農業高等学校 （木管４重奏）

フランス組曲 第２番 より J.S.バッハ

10 滝川西高等学校 （クラリネット４重奏）

兜率の憂い 磯崎　敦博

11 砂川高等学校 （サクソフォン３重奏）

カプリッチョ 渡部　哲哉

12 長沼高等学校 （サクソフォン４重奏）

海にまつわる３章 より 石毛　里佳

13 岩見沢西高等学校 （金管８重奏）

華円舞 福田　洋介

14 奈井江商業高等学校 （管楽５重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

15 滝川高等学校 （クラリネット８重奏）

スリーダンス G.ウールフェンデン

16 芦別高等学校 （管楽７重奏）

テルプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス



17 芦別高等学校 （管楽８重奏）

晴れた日は恋人と市場へ！(フレキシブル版) 建部　知弘

18 岩見沢東高等学校 （木管５重奏）

「木管５重奏のための６つのバガテル」より G.リゲティ

19 砂川高等学校 （管打８重奏）

アルルの女第２組曲より 第４楽章 ファランドール G.ビゼー

職場・一般　アンサンブルの部

1 美唄市役所音楽部 （トロンボーン４重奏）

トロンボーンのための「組曲」より G.リチャーズ

2 芦別市民吹奏楽団 （木管４重奏）

スリー・ラテン・ダンス P.ヒケティック

3 岩見沢市民吹奏楽団 （サクソフォン４重奏）

スーン 清水　大輔

4 滝川吹奏楽団 （金管８重奏）

高貴なる葡萄酒を讃えてより　Ⅴ．フンダドーレ　そしてシャンパンをもう１本 G.リチャーズ


