
　第１日プログラム １月１２日（土）　

中学校　個人の部　（代表１）

1 滝川市立明苑中学校 Ob

オーボエ四重奏曲 W.A.モーツァルト

2 新十津川町立新十津川中学校 Tub

序奏とダンス J.E.バラ

3 妹背牛町立妹背牛中学校 Tub

イントロダクションとダンス J.E.バラ

4 沼田町立沼田中学校 Euph

イナのための歌 P.スパーク

5 滝川市立江陵中学校 Fl

ファンタジー G.ユー

6 砂川市立砂川中学校 A.Sax

アンダンテとアレグロ A.シャイユー

7 美唄市立東中学校 Cl

ソナタ 作品167 C.サン=サーンス

8 岩見沢市立緑中学校 Fl

フルートとピアノのためのソナタ F.プーランク

9 美唄市立美唄中学校 Tp

歌劇「セルセ」より 「樹木の蔭で」 G.F.ヘンデル

10 奈井江町立奈井江中学校 A.Sax

プロヴァンスの風景 P.モーリス

11 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

12 深川市立一已中学校 Tp

アンダンテとアレグロ J.G.ロパルツ

中学校　アンサンブルの部　（代表４）

1 岩見沢市立光陵中学校 （打楽器３重奏）

雅～3人のマリンバ奏者のための 片岡　寛晶

2 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

3 秩父別町立秩父別中学校 （管打７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



4 岩見沢市立緑中学校 （サクソフォン４重奏）

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール

5 新十津川町立新十津川中学校 （金管８重奏）

テルプシコーレⅠ 森田　一浩

6 滝川市立江部乙中学校 （金管８重奏）

ピーコック・ブルー 福田　洋介

7 深川市立一已中学校 （金管４重奏）

時の翼 広瀬　勇人

8 深川市立深川中学校 （管打６重奏）

潮彩 鹿野　草平

9 滝川市立明苑中学校 （クラリネット７重奏）

コラールと舞曲 V.ネリベル

10 栗山町立栗山中学校 （管楽７重奏）

「こどもの生活」より T.クラック

11 岩見沢市立緑中学校 （クラリネット７重奏）

パガニーニの主題による変奏曲 片岡　寛晶

12 砂川市立石山中学校 （管打７重奏）

５つの宮廷舞曲より W.ブレイド

13 滝川市立江陵中学校 （金管８重奏）

テルプシコーレⅠ 森田　一浩

14 岩見沢市立東光中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

15 岩見沢市立栗沢中学校 （打楽器３重奏）

トリオ・パー・ウノ N.J.ジブコビッチ

16 赤平市立赤平中学校 （木管４重奏）

森のカルテット 広瀬　勇人

17 砂川市立砂川中学校 （管打８重奏）

パ・ルドゥブレ C.サン＝サーンス

18 滝川市立開西中学校 （管打８重奏）

ラバー・ダック・レース 宮川　成治

19 滝川市立江陵中学校 （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Ⅲ 内藤　友樹

20 雨竜町立雨竜中学校 （金管５重奏）

フラワー・クラウン 和田　直也

21 三笠市立三笠中学校 （金管８重奏）

マンモス・ケーブの軌跡 片岡　寛晶



22 妹背牛町立妹背牛中学校 （管打８重奏）

三日月のシャンソン 福田　洋介

23 美唄市立東中学校 （管打８重奏）

吹奏楽のための第一組曲より G.ホルスト

24 滝川市立開西中学校 （管打８重奏）

名も無き物語 宮川　成治

25 芦別市立芦別中学校 （管打８重奏）

ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

26 砂川市立石山中学校 （木管４重奏）

歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ J.Ph.ラモー

27 雨竜町立雨竜中学校 （木管５重奏）

３つの花 福田　洋介

28 岩見沢市立東光中学校 （金管８重奏）

ガーシュウィン・エアー G.ガーシュウィン

29 砂川市立砂川中学校 （金管５重奏）

屋根裏猫の夕べ 福田　洋介

30 新十津川町立新十津川中学校 （木管８重奏）

スルピリド 福島　弘和

31 美唄市立美唄中学校 （管打６重奏）

「子どもの領分」より C.ドビュッシー

32 深川市立深川中学校 （金管６重奏）

「大切なおもちゃ箱」より　Ⅱ．行進　Ⅲ．ワルツ風に　Ⅴ．ロンド 天野　正道

33 奈井江町立奈井江中学校 （クラリネット４重奏）

あさきゆめみし 櫛田胅之扶

34 赤平市立赤平中学校 （管打６重奏）

３つの花 福田　洋介

35 岩見沢市立栗沢中学校 （金管５重奏）

金管五重奏曲第３番より　第１楽章 V.エワルド

36 美唄市立美唄中学校 （管打８重奏）

コタンの雪 福島　弘和

37 芦別市立芦別中学校 （金管７重奏）

ユニオン L.ゴットシャルク

38 深川市立一已中学校 （管打８重奏）

オルケゾグラフィ舞踏曲集 T.アルボ

39 滝川市立明苑中学校 （金管６重奏）

IKEZUKI～海を渡った馬の伝承～ 宮川　成治



40 沼田町立沼田中学校 （管打８重奏）

天の剣 福田　洋介

41 北竜町立北竜中学校 （管楽３重奏）

春のロンド 福田　洋介

42 三笠市立三笠中学校 （木管８重奏）

木管八重奏のためのコンポジション 福島　弘和

　第２日プログラム １月１３日（日）　

小学校　個人の部　（代表１）

1 三笠市立三笠小学校 Tb

花は咲く 菅野よう子

2 砂川市立砂川小学校 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　（代表１）

1 夕張高等学校 T.Sax

ファンタジー D.ベダール

2 岩見沢西高等学校 Ob

オーボエソナタ 作品166 (第3楽章) C.サン=サーンス

3 岩見沢東高等学校 Fl

コンチェルティーノ C.シャミナーデ

4 滝川西高等学校 Fl

アルペジョーネ・ソナタ　イ短調 D821 F.シューベルト

5 岩見沢緑陵高等学校 A.Sax

アディオス･ノニーノ A.ピアソラ

6 岩見沢農業高等学校 Tub

イントロダクションとダンス J.E.バラ

7 深川西高等学校 Tb

交響的断章 Op.88 A.ギルマン

8 滝川高等学校 Fg

ファゴット協奏曲より C.M.ウェーバー

9 砂川高等学校 Fl

プレリュードとスケルツォ H.ビュッセル



一般　個人の部　（代表１）

1 美唄市役所音楽部 Tb

ロッタの歌 Ｊ．サンドストレム

小学校　アンサンブルの部　（代表１）

1 三笠市立三笠小学校 （管打６重奏）

森のくまさん アメリカ民謡

2 砂川市立砂川小学校 （管打８重奏）

シンプル・エチューズ 高橋　宏樹

3 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

4 砂川市立砂川小学校 （管打８重奏）

アドベンチャー　トゥ　インフィニット　スカイ M.ゴールドマン

5 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

6 三笠市立三笠小学校 （管打６重奏）

故郷の人々 S.フォスター

高等学校　アンサンブルの部　（代表２）

1 砂川高等学校 （打楽器３重奏）

ヴァルハラ 濱口　大弥

2 夕張高等学校 （木管７重奏）

トリプティーク 芥川也寸志

3 夕張高等学校 （管打５重奏）

組曲　胡桃割り人形より P.チャイコフスキー

4 滝川高等学校 （金管８重奏）

ピーコック･ブルー 福田　洋介

5 岩見沢緑陵高等学校 （金管５重奏）

「子供のサーカス」より J.クーツィール

6 砂川高等学校 （サクソフォン４重奏）

ガラスの香り 福田　洋介

7 滝川高等学校 （クラリネット５重奏）

波影 片岡　寛晶



8 岩見沢東高等学校 （クラリネット８重奏）

ラ･セーヌ 真島　俊夫

9 滝川西高等学校 （木管８重奏）

木管八重奏のためのコンポジション 福島　弘和

10 栗山高等学校 （打楽器３重奏）

トッカータ C.チャベス

11 芦別高等学校 （打楽器４重奏）

ジ･インペリアル･コード J.グラステイル

12 滝川西高等学校 （金管８重奏）

金管八重奏のためのファンファーレ 福島　弘和

13 岩見沢西高等学校 （クラリネット３重奏）

テルツェット M.プート

14 岩見沢東高等学校 （金管８重奏）

向日葵の咲く丘～アンダルシアの印象～ 福島　弘和

15 岩見沢農業高等学校 （管打７重奏）

騎馬の肖像 福田　洋介

16 岩見沢西高等学校 （打楽器４重奏）

石を割る華～打楽器４重奏のための～ 山澤　洋之

職場・一般　アンサンブルの部　（代表１）

1 岩見沢市民吹奏楽団 （木管３重奏）

モノローグとタランテラ 坂井　貴祐

2 グリーン・ヒル吹奏楽団 （サクソフォン５重奏）

ブルーダスク 江原　大介

3 美唄市役所音楽部 （トロンボーン５重奏）

ゴスペル　タイム Ｊ．アグレル


