
　第１日プログラム ２０１８年１月１３日（土）　

中学校　個人の部

1 岩見沢市立栗沢中学校 Fl

フルート協奏曲　ト長調より第１楽章 C.シュターミッツ

2 滝川市立江陵中学校 B.Tb

コンチェルティーノ E.ザクセ

3 砂川市立砂川中学校 Cl

クラリネット協奏曲 A.ショウ

4 滝川市立江部乙中学校 Euph

ラプソディー J.カーナウ

5 三笠市立三笠中学校 Fg

ソナタ B.マルチェッロ

6 深川市立深川中学校 Fl

コンチェルティーノ C.シャミナード

7 北竜町立北竜中学校 Tb

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より　アヴェ・マリア（間奏曲） P.マスカーニ

8 深川市立一已中学校 A.Sax

プロヴァンスの風景 P.モーリス

9 岩見沢市立光陵中学校 Fl

幻想曲 G.フォーレ

10 滝川市立明苑中学校 Tub

アリアとブーレ J.S.バッハ

11 岩見沢市立緑中学校 Tp

華麗なる幻想曲 J.B.アーバン



中学校　アンサンブルの部

1 三笠市立三笠中学校 （打楽器７重奏）

ヴォルケーノ・タワー ～ ７人の打楽器奏者のための J.グラステイル

2 新十津川町立新十津川中学校 （金管５重奏）

序奏とアレグロ 酒井　　格

3 岩見沢市立東光中学校 （金管８重奏）

もう一匹の猫「クラーケン」 C.ヘイゼル

4 雨竜町立雨竜中学校 （管楽６重奏）

小さな楽団のための組曲より 高橋　宏樹

5 砂川市立砂川中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

6 岩見沢市立緑中学校 （サクソフォン４重奏）

フォルモサの風 朴　　守賢

7 滝川市立開西中学校 （クラリネット４重奏）

お団子ヘアの女の子 八木澤教司

8 滝川市立江陵中学校 （金管８重奏）

ダウランド組曲 J.ダウランド

9 芦別市立芦別中学校 （管打６重奏）

アイン・ヴァルツァー・フュア・ディッヒ 駒井　一輝

10 栗山町立栗山中学校 （クラリネット３重奏）

３つのわらべうた　Ⅰ.かごめかごめ　Ⅱ．夕焼け小焼け　Ⅲ.七つの子 高橋　宏樹

11 岩見沢市立栗沢中学校 （金管８重奏）

コラールとトッカータ 福島　弘和

12 奈井江町立奈井江中学校 （金管７重奏）

ウィーンの情景 M.ゴールドマン

13 滝川市立江部乙中学校 （打楽器６重奏）

桜の川 浜口　大弥

14 滝川市立開西中学校 （打楽器３重奏）

雅～３人のマリンバ奏者のための 片岡　寛晶

15 岩見沢市立光陵中学校 （クラリネット５重奏）

メリー　ウィドウ　セレクション F.レハール

16 岩見沢市立北村中学校 （管楽６重奏）

ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

17 秩父別町立秩父別中学校 （木管５重奏）

サラバンド C.ドビュッシー



18 滝川市立明苑中学校 （木管８重奏）

水墨画三景にみる白と黒の陰翳～木管八重奏のためのⅡ 内藤　友樹

19 岩見沢市立東光中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

20 砂川市立砂川中学校 （管楽８重奏）

ブエノスアイレスの春 A.ピアソラ

21 秩父別町立秩父別中学校 （管打６重奏）

「こどもの生活」より　Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ T.クラック

22 栗山町立栗山中学校 （金管５重奏）

飛翔のとき 広瀬　勇人

23 岩見沢市立緑中学校 （金管８重奏）

パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

24 新十津川町立新十津川中学校 （木管８重奏）

３つの幻影 松下　倫士

25 奈井江町立奈井江中学校 （サクソフォン３重奏）

夕影のセレナーデ 福田　洋介

26 深川市立深川中学校 （金管６重奏）

金管六重奏のための３つのインヴェンション 鹿野　草平

27 岩見沢市立栗沢中学校 （打楽器４重奏）

ハーマンの手紙 H.G.ブロッドマン

28 深川市立深川中学校 （打楽器３重奏）

「色彩舞踏」より　"熨斗目花色″"天鵞絨"　"団十郎茶" 山澤　洋之

29 滝川市立江陵中学校 （木管８重奏）

鬼姫 田村　修平

30 滝川市立明苑中学校 （管楽８重奏）

ブエノスアイレスの春 A.ピアソラ

31 三笠市立三笠中学校 （木管５重奏）

花の恋文 櫛田胅之扶

32 芦別市立芦別中学校 （金管４重奏）

つよきちから 飯塚　佑輝

33 美唄市立東中学校 （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」より B.バルトーク

34 美唄市立東中学校 （管打５重奏）

フランス組曲　第２番より J.S.バッハ

35 妹背牛町立妹背牛中学校 （管楽８重奏）

ラバー・ダック・レース 宮川　成治



36 赤平市立赤平中学校 （管打６重奏）

テルプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス

37 深川市立一已中学校 （金管８重奏）

ゴリウォークのケーク・ウォーク C.ドビュッシー

38 深川市立一已中学校 （管打８重奏）

サウンド・オブ・ミュージック・セレクション R.ロジャーズ

39 赤平市立赤平中学校 （金管３重奏）

３つのわらべうた 高橋　宏樹

40 沼田町立沼田中学校 （管楽４重奏）

ラノベファンタジア 宮川　成治

　第２日プログラム ２０１８年１月１４日（日）　

小学校　個人の部

1 砂川市立砂川小学校 Fl

ひまわりの約束 秦　　基博

2 三笠市立三笠小学校 Euph

エヴリシング 松本　俊明

3 岩見沢市立北村小学校 A.Sax

シャンソンとパスピエ J.リュエフ

高等学校　個人の部

1 深川東高等学校 Tb

イーナの歌 P.スパーク

2 滝川高等学校 Tp

ファンタジー・ブリランテ J.B.アーバン

3 岩見沢農業高等学校 A.Sax

スカラムーシュより D.ミヨー

4 深川西高等学校 Tb 伴奏：

無伴奏チェロ組曲より第１番　プレリュード J.S.バッハ

5 栗山高等学校 Fl

ファンタジー G.ユー

6 芦別高等学校 Fl

ソナタ F.プーランク



7 岩見沢緑陵高等学校 A.Sax

伝説 F.ディーリアス

8 岩見沢西高等学校 Ob

オーボエ・ソナタ　ニ長調　作品１６６ C.サン=サーンス

9 夕張高等学校 Euph

アンダンテとロンド G.カプッツィ

10 岩見沢東高等学校 A.Sax

組曲形式による性格的小品～スペイン風に P.デュボワ

11 砂川高等学校 Fl

フルートとピアノのためのソナタより　第１楽章 F.プーランク

一般　個人の部

1 岩見沢市民吹奏楽団 A.Sax

憧憬の海 外所　聖貴

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）

３つの魔法 高橋　宏樹

2 三笠市立三笠小学校 （金管８重奏）

ダニー・ボーイ アイルランド民謡

3 深川市立深川小学校 （金管８重奏）

もう一匹の猫「クラーケン」 C.ヘイゼル

4 三笠市立三笠小学校 （木管８重奏）

フォスター・チューンズⅠ S.フォスター

5 月形町立月形小学校 （管打７重奏）

８つの小品より R.グリエール

6 砂川市立砂川小学校 （木管７重奏）

ジェリコの戦い 黒人霊歌

7 砂川市立砂川小学校 （管打８重奏）

アドベンチャー　トゥ　インフィニティ　スカイ M.ゴールドマン



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）

夢幻 石毛　里佳

2 岩見沢農業高等学校 （木管３重奏）

花言葉 田中久美子

3 砂川高等学校 （金管６重奏）

金管６重奏のための組曲 L.オストランスキー

4 奈井江商業高等学校 （管打４重奏）

劇音楽「アブデラザール」組曲より H.パーセル

5 岩見沢東高等学校 （木管５重奏）

木管五重奏のための「セレナード」より A.ジョリヴェ

6 岩見沢西高等学校 （金管７重奏）

ボン・ボヤージュ！ 広瀬　勇人

7 深川西高等学校 （木管４重奏）

ラノベファンタジア 宮川　成治

8 芦別高等学校 （管楽８重奏）

コントラプンクトゥス第９番 J.S.バッハ

9 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

10 夕張高等学校 （木管４重奏）

１７世紀の古いハンガリー舞曲集より F.ファルカシュ

11 岩見沢緑陵高等学校 （打楽器３重奏）

ワトルズダンス 濱口　大弥

12 深川東高等学校 （管楽６重奏）

コントラプンクトゥス　Ⅰ J.S.バッハ

13 滝川西高等学校 （木管８重奏）

哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫人

14 岩見沢農業高等学校 （管打７重奏）

フォスター・ソング・ファンタジー S.フォスター

15 岩見沢東高等学校 （クラリネット８重奏）

「ネーニエ」嘆きの歌 八木澤教司

16 滝川西高等学校 （金管８重奏）

テルプシコーレ舞曲集 P-F.カルーベル

17 滝川高等学校 （クラリネット４重奏）

３つのラテン･ダンス P.ヒケティック



18 栗山高等学校 （管打８重奏）

コタンの雪 福島　弘和

19 滝川高等学校 （金管８重奏）

ラファーガ 河合　和貴

20 砂川高等学校 （管打８重奏）

アイン　ワルツァー　フィア　ディッヒ 駒井　一輝

職場・一般　アンサンブルの部

1 岩見沢市民吹奏楽団 （サクソフォン３重奏）

<<疾風>>　Ｓｉｄｅ　Ｓ 鹿野　草平

2 美唄市役所音楽部 （トロンボーン４重奏）

「トウキョウ・トリプティック」より P.スパーク

3 グリーンヒル吹奏楽団 （サクソフォン５重奏）

アラベスク第一番 C.ドビュッシー


