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平成22年度　行事報告

平成22年度（2010年４月～2011年3月）
【1．連盟会議】
◆第53回総会
　平成22年４月25日（日） ………………………富山第一ホテル

◆常任理事会
　第１回平成22年５月１日（土） ………富山県立大門高等学校
　第２回平成22年11月13日（土） ………富山県立富山工業高校
　第３回平成23年２月19日（土） …………富山市立呉羽中学校

◆理事会
　第１回平成22年６月３日（土） …富山市民芸術創造センター
　第２回平成22年８月28日（土） …富山市民芸術創造センター
　第３回平成22年12月４日（土） …………富山市立呉羽中学校
　第４回平成23年１月６日（木） …富山市民芸術創造センター
　第５回平成23年３月28日（月） …富山市民芸術創造センター
　第６回平成23年４月24日（日） ………………富山第一ホテル

◆北陸吹奏楽連盟総会
　平成22年５月23日（日） ………… 石川県金沢市「都ホテル」

◆全日本吹奏楽連盟総会
　平成22年５月28日（金）・29日（土）……………………茨城県

◆中部日本吹奏楽連盟本部理事会
　前期：平成22年５月９日（日）／後期：平成22年12月19日（日） …………… 愛知県

◆富山県吹奏楽コンクール、中部日本吹奏楽コンクール
　参加団体代表者会議
　平成22年７月１日（木） …………富山市民芸術創造センター

【2．コンクール、コンテスト、フェスティバル】

全日本吹奏楽コンクール／東日本学校吹奏楽大会

●第38回富山県吹奏楽コンクール　　　　　 新川文化ホール
 （第58回「全日本吹奏楽コンクール」富山県予選）
 （第51回「北陸吹奏楽コンクール」富山県予選）
 （第10回「東日本学校吹奏楽大会」富山県予選）

　昨年同様に中学校の終業式の関係で、日程が金曜日～月曜
日開催となった。また、運営の見直しにより開催部門日程が
変更された。高等学校Ｂ部門の出場団体数が21団体であった
ため、代表数が１増加し４団体となった。

　平成22年７月23日（金）高等学校Ｂ部門　（21団体）
　　　　　７月24日（土）中学校Ｂ部門　　（48団体）
　　　　　７月25日（日）小学校部門　　　（６団体）
　　　　　　　　　　　　中学校Ａ部門　　（17団体）
　　　　　　　　　　　　大　学　部　門　（２団体）
　　　　　　　　　　　　職場・一般部門　（７団体）
　　　　　７月26日（月）高等学校Ａ部門　（17団体）

審査員：稲　川　榮　一（東京芸術大学音楽学部教授）
　　　　田　中　正　敏（東京学芸大学クラリネット奏者）

　　　　辻　本　憲　一（東京フィルハーモニー交響楽団　首席トランペット奏者）
　　　　栃　尾　克　樹（東京佼成ウインドオーケストラサクソフォン奏者）
　　　　三　澤　　　慶（作曲家「侍BRASS」メンバー　トランペット奏者）

●第51回北陸吹奏楽コンクール　　 石川県・石川県立音楽堂
 （第58回「全日本吹奏楽コンクール」北陸支部予選）
 （第10回「東日本学校吹奏楽大会」北陸支部予選）

　来年度より東日本学校吹奏楽大会のフェスティバル部門が
廃止され、コンクール部門への一本化が図られる。これにと
もない、北陸吹奏楽コンクールからの代表は、コンクール部
門に小学校１、中学校４、高等学校３となる。
　今年度、中学校Ｂ部門に出場した南砺市立福光中学校と砺
波市立庄西中学校は、北陸吹奏楽コンクール前に開催されて
いる第53回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会で代表と
なっており、第53回中部日本吹奏楽コンクール本大会と第10

回東日本学校吹奏楽大会が同日開催のため、先に決まった中
部日本の代表権が優先されるため、北陸吹奏楽コンクールに
おける代表権は辞退している。

平成22年８月６日（金）中学校Ｂ部門　　（17団体）
　　　　　　　　　　　高等学校Ｂ部門　（10団体）
　　　　８月７日（土）大学部門　　　　（３団体）
　　　　　　　　　　　中学校Ａ部門　　（20団体）
　　　　８月８日（日）小学校部門　　　（４団体）
　　　　　　　　　　　高等学校Ａ部門　（16団体）
　　　　　　　　　　　職場・一般部門　（７団体）

●第58回全日本吹奏楽コンクール
　平成22年10月30日（土）：中学の部 ……………東京・普門館
　　　　　10月31日（日）：高校の部 ……………東京・普門館
　　　　　10月23日（土）：大学の部 ……愛媛県県民文化会館
　　　　　10月24日（日）：職場・一般の部 …愛媛県県民文化会館

●第10回東日本学校吹奏楽大会　　 東京・府中の森芸術劇場
　平成22年10月９日（土）フェスティバル部門
　　　　　　　　　　　　［小学校の部、中学校の部］
　　　　　　　　　　　　コンクール部門［中学校の部］
　　　　　10月10日（日）コンクール部門
　　　　　　　　　　　　［小学校の部、高等学校の部］
　　　　　　　　　　　　フェスティバル部門［高等学校の部］

中部日本吹奏楽コンクール

●第53回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会　 砺波市文化会館

　射水市立小杉中学校は２年連続で代表になったため、今年
度は出場していない。

　平成22年７月31日（土）中学校小編成の部　　（27団体）
　　　　　８月１日（日）中学校大編成の部　　（10団体）
　　　　　　　　　　　　高等学校小編成の部　（７団体）
　　　　　　　　　　　　高等学校大編成の部　（４団体）
　　　　　　　　　　　　フェスティバルの部　（１団体）
審査員：酒　井　　　敦（東京藝術大学指揮科非常勤講師指揮者）
　　　　杉　山　眞　彦（東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者）
　　　　南　方　総　子（東京都交響楽団オーボエ奏者）
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　　　　延　原　弘　明（大阪市音楽団クラリネット奏者）
　　　　山　口　多嘉子（東京佼成ウインドオーケストラ打楽器奏者）

●第53回「中部日本吹奏楽コンクール」本大会
静岡県・アクトシティ浜松

　表彰方法（平成22年現在）は、各部門、優勝賞（Ａ）・準
優勝（Ｂ）・優秀賞（Ｃ）のいずれかとする。また、各部門（フェ
スティバルを除く）優勝グループの中から特別賞（１位には
文部科学大臣奨励賞・開催地県知事、２位には神納杯・開催
地教育委員会賞､ ３位には中日新聞社賞、）を贈る。他に全
参加団体に世界連邦賞が、フェスティバル部門には全参加団
体に奨励賞が贈られ、各部門最も印象に残った演奏をした団
体に審査員特別賞が贈られる。

　平成22年10月９日（土）　　：中学校小編成の部
　　　　　　　　　　　　　　 フェスティバルⅠ
　　　　　10月10日（日）　　：中学校大編成の部
　　　　　　　　　　　　　　 フェスティバルⅡ
　　　　　10月11日（月・祝）：高等学校小編成の部
　　　　　　　　　　　　　　 高等学校大編成の部
　　　　　　　　　　　　　　 フェスティバルⅢ

全日本小学校バンドフェスティバル

●第12回北陸小学校バンドフェスティバル
氷見市ふれあいスポーツセンター

 （第29回「全日本小学校バンドフェスティバル」北陸支部予選）

　第10回「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門小学校の
部への推薦については、北陸吹奏楽コンクールから富山大学
人間発達科学部附属小学校校が推薦された。
　富山大学人間発達科学部附属小学校校は、第26･27･28回全
日本小学校バンドフェスティバルへ北陸支部代表として３年
連続出場したため、本年度は規定により休みとなっている。
　なお、北陸吹奏楽連盟の規定により、全日本小学校バンド
フェスティバルと東日本学校吹奏楽大会への代表は兼ねるこ
とができないとされている。

　平成22年９月26日（日）
　招待演奏：富山大学人間発達科学部附属小学校

●第29回全日本小学校バンドフェスティバル
大阪府・大阪城ホール

　平成22年11月20日（土）

全日本マーチングコンテスト

●第23回北陸マーチングコンテスト
氷見市ふれあいスポーツセンター

 （第23回「全日本マーチングコンテスト」北陸支部予選）

　特記事項無し。代表数は前年度同様。

　平成22年９月26日（日）中学コンテスト部門
　　　　　　　　　　　　高校以上コンテスト部門

●第23回全日本マーチングコンテスト　大阪府・大阪城ホール
　平成22年11月21日（日）：中学の部、高校以上の部

全日本アンサンブルコンテスト／
中部日本管楽器個人・重奏コンテスト

●第32回「富山県アンサンブルコンテスト支部大会」
 （第45回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

　今年度より、各支部が主催する支部大会の名称を変更。第
〇回〇〇地区アンサンブルコンテスト（第〇回富山県アンサ
ンブルコンテスト予選）とする。昨年度までは第〇回富山県
アンサンブルコンテスト〇〇支部大会（第〇回富山県アンサ
ンブルコンテスト予選）となっていた。主催は従来通り富山
県学校吹奏楽連盟〇〇支部とする。

　第32回新川地区大会
　平成23年１月15日（土）・16日（日）…………新川文化ホール
　第32回富山地区大会
　平成23年１月15日（土）・16日（日）…富山市婦中ふれあい館
　第32回高岡地区大会
　平成23年１月15日（日）・16日（日）……………高岡市民会館
　第32回砺波地区大会
　平成23年１月10日（月・祝） …………………砺波市文化会館

●第45回「富山県アンサンブルコンテスト」　砺波市文化会館
 （第34回「北　陸アンサンブルコンテスト」富山県予選）
 （第34回「全日本アンサンブルコンテスト」富山県予選）
 （第23回「管楽器個人・重奏コンテスト」富山県予選）
　平成23年１月29日（土）小学校の部　　　（８チーム）、
　　　　　　　　　　　　中学校の部　　　（27チーム）、
　　　　　　　　　　　　高等学校の部　　（18チーム）
　　　　　　　　　　　　大学の部　　　　（６チーム）、
　　　　　　　　　　　　職場・一般の部　（11チーム）

　第23回中部日本吹奏楽連盟「管楽器個人・重奏コンテスト」
の中学校・高等学校の推薦団体数について、中学校重奏部門
は第22回大会において、中学校重奏部門で１位（開催地市長
賞）がいなかったため、１減の本来の推薦団体数５チームに
戻った。（22回大会は21回大会で福野中学校金管八重奏が１

位を獲得していたため、22回大会は１チーム増の６チームが
推薦団体だった）。
　高等学校重奏部門においては、22回大会で高岡商業高校金
管八重奏が１位（開催地県知事賞）を獲得したため、代表枠
は22回大会同様に５チーム。（22回大会も21回大会で高岡商
業高校金管八重奏が１位だったため、１チーム増となってい
た。本来は４チームが推薦団体数。）
　今年度より、申込み書類の様式に「管楽器個人・重奏コン
テスト」の出場意志を確認する事項を追加し富山県アンサン
ブルコンテストへの申込み段階で中部日本「管楽器個人・重
奏コンテスト」への出場意志を確認しておく。
　従来は、大会当日に代表チームが決まった時点で出場意志
を確認していたが、今年度よりこの方式により表彰式にて中
部日本「管楽器個人・重奏コンテスト」の県代表発表を行う
ことになった。

審査員：小　倉　清　澄（東京佼成ウインドオーケストラクラリネット奏者）
　　　　幸　西　秀　彦（東京フィルハーモニー交響楽団打楽器奏者）
　　　　福　本　信太郎（昭和音楽大学専任講師、サクソフォン奏者）
　　　　宮　本　　　弦（名古屋フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者）
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　　　　渡　辺　　　功（東京交響楽団テューバ奏者）

●第34回「北陸アンサンブルコンテスト」
 （第34回「全日本アンサンブルコンテスト」北陸支部予選）

石川県・金沢歌劇座
　平成23年２月13日（日）

●第34回「全日本アンサンブルコンテスト」
鹿児島県・鹿児島市民文化ホール

　平成23年３月19日（土）

●第23回管楽器個人・重奏コンテスト本大会
愛知県・豊田市文化会館

　平成23年３月26日（土）小学校個人・重奏、中学校個人・重奏
　　　　　３月27日（日）高等学校・一般個人・重奏

【３．吹奏楽祭、演奏会】

◆吹奏楽祭
　平成22年９月23日（木・祝）：第26回新川支部 ……新川文化ホール
　平成22年６月13日（日）　：第27回富山支部 …… オーバード・ホール
　平成22年６月13日（日）　：第33回高岡支部 …高岡市民会館
　平成22年６月６日（日）　：第29回砺波支部……砺波市文化会館

◆吹奏楽の日～街角コンサート～
　平成22年６月５日（土）
　新川会場：滑川駅前中央公園（雨天時：滑川市民交流センター）
　富山会場：富岩運河環水公園
　高岡会場：ウイングウイング高岡
　砺波会場：庄川まつり会場

【４．講習会】

◆全日本・中部日本吹奏楽コンクール課題曲講習会
　講師：萩谷　克己（東京佼成ウインドオーケストラ）
　平成22年４月30日（金）学校にて講習会を実施
　　16:30 ～ 19:00　富山県立南砺福野高等学校
　平成22年５月１日（土）各学校にて講習会を実施
　　９:00 ～ 11:30　南砺市立福野中学校
　　12:30 ～ 15:00　富山県立砺波高等学校
　　15:30 ～ 18:00　砺波市立庄西中学校
　平成22年５月２日（日）高岡市民会館で講習会を実施
　　９:00 ～ 13:00　高岡市立芳野中学校
　　　　　　　　　高岡市立志貴野中学校
　　　　　　　　　射水市立小杉中学校
　　14:00 ～ 15:30　高岡市立伏木中学校
　　16:00 ～ 17:30　高岡市立福岡中学校
　平成22年５月３日（月・祝）各学校にて講習会を実施
　　９:00 ～ 11:30　入善市立入善西中学校
　　12:30 ～ 15:00　滑川市立滑川中学校
　　15:30 ～ 18:00　富山県立滑川高等学校
　平成22年５月４日（火・祝）各学校にて講習会を実施
　　９:00 ～ 11:00　富山県立水橋高等学校
　　12:30 ～ 14:30　富山第一高等学校
　　15:30 ～ 17:30　富山市立和合中学校
　平成22年５月５日（水・祝）各学校にて講習会を実施
　　９:00 ～ 12:00　富山市立堀川中学校
　　13:30 ～ 16:00　富山県立富山高等学校

◆富山県スクールバンド育成事業中学校・高等学校吹奏楽
　技術指導講習会
講師：古田　俊博（Tp：東京フィルハーモニー交響楽団）
　　　杉山　　伸（Cl：東京フィルハーモニー交響楽団）
　　　塩田　拓郎（Per：東京フィルハーモニー交響楽団）

　第１回
　平成22年８月18日（水）新川・富山支部… 富山県立富山工業高等学校
　　　　　８月19日（木）高岡・砺波支部… 富山県立高岡商業高等学校
　第２回
　平成22年10月９日（土）新川・富山支部 …富山県立富山工業高等学校
　　　　　10月10日（日）高岡・砺波支部 …富山県立高岡商業高等学校
　第３回
　平成22年11月13日（土）新川・富山支部 …富山県立富山工業高等学校
　　　　　11月14日（日）高岡・砺波支部 …富山県立高岡商業高等学校
※この事業は富山県と高等学校文化連盟吹奏楽専門部からの補
助を受けて実施

◆ラテンパーカッション、ドラムセット講習会
　講師：白石　啓太（東京ミュージック　メディアアーツ尚美講師　打楽器奏者）
　平成22年11月20日（土）13:00 ～ 17:00

　　新川・富山支部………………………富山県立水橋高等学校
　　　　　11月21日（日）10:00 ～ 15:00

　　高岡・砺波支部………………………富山県立大門高等学校
※この事業は北陸吹奏楽連盟からの補助を受けて実施

◆小学校管楽器講習会　　　　　　富山市民芸術創造センター
　平成22年５月15日（土）

【５．その他、国際交流】

◆第34回全国高等学校総合文化祭（全国高総文祭みやざき2010）
　吹奏楽部門　　　　　　　　 宮崎県･延岡総合文化センター
　平成22年８月４日（水）･ ５日（木）

　例年１団体が派遣されているが、今年度は高等学校文化連
盟事務局の予算の都合で派遣団体はなしとなった。

◆第25回国民文化祭おかやま2010
　「あっ晴れ！おかやま国文祭」　吹奏楽の祭典
　平成22年11月６日（土）７日（日）　岡山県・倉敷市民会館
　参加：富山大学人間発達科学部附属小学校

　平成21年度「第28回全日本小学校バンドフェスティバル」
で三年連続出場を果たした。

　マーチング＆バトントワーリングの祭典
　平成22年11月３日（水・祝）岡山県・岡山市総合文化体育館
　参加：富山県からの参加なし

◆となみ野バンドクリニック2010
　（第10回「吹奏楽スピリッツinとなみ野」）砺波市文化会館
　平成22年５月３日（月・祝）・４日（火・祝）

◆第９回西日本バンドフェスティバルin名古屋2010
　中京大学文化市民会館オーロラホール､ 名古屋城

　平成22年９月19日（日）・20日（月･祝）
　参加：BJ2010年12月号に記載
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◆第16回日本管楽合奏コンテスト　東京・文京シビックホール
　平成22年10月30日（土）中学校・高等学校Ａ部門
　　　　　10月31日（日）中学校Ｂ部門
　　　　　11月６日（土）高等学校Ｂ部門
　　　　　11月７日（日）小学校部門
　参加：富山県立高岡工芸高等学校高等学校Ａ部門（35人以内）

◆第12回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜
横浜みなとみらいホール

　平成22年11月６日（土）～７日（日）
　参加：富山県立新湊高等学校

◆第23回全日本高等学校選抜吹奏楽大会
静岡県・アクトシティ浜松

　平成22年３月27日（日）
　参加：富山県立富山商業高等学校

◆第23回全国スポーツ・レクリエーション祭
富山市総合体育館

　平成22年10月16日（土）～ 19日（火）
　総合開会式式典演奏：富山県立富山商業高等学校
　総合開会式式典前演技：ムジカグラート氷見
※総合開会式の他にも各会場、各競技の開始式で多くの中学校・
高等学校が演奏を予定している。

◆富山県芸術文化協会平成22年度芸術文化指導者招へい事業
（ワークショップ吹奏楽部門）

　クラリネット講習会
　講師：糸井裕美子（東京都交響楽団クラリネット奏者）
　第１回　平成22年12月４日（土）富山市民芸術創造センター
　　　　　　　　　12月５日（日）高岡文化ホール
　ユーフォニアム講習会
　講師：岩黒　綾乃（東京佼成ウインドオーケストラ　ユーフォニアム奏者）
　第１回　平成22年12月11日（土）高岡文化ホール
　　　　　　　　　12月12日（日）富山市民芸術創造センター
　第２回　平成23年２月19日（土）富山市立呉羽中学校
　　　　　　　　　２月20日（日）高岡文化ホール
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平成22年度　富山県学校吹奏楽連盟　役員一覧
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役職名 氏　　名 役　　　員　　　履　　　歴

顧 問

橋　谷　秀　男 初代理事長　昭和32年度～ 42年度（11年） 物故者
石　上　英　将 二代理事長　昭和43年度～ 52年度（10年） 物故者
薩　摩　利　夫 三代理事長　昭和53年度～ 60年度（8年）

中　田　紀　彦 四代理事長　昭和61年度～ 62年度（2年）

土　合　勝　彦 五代理事長　昭和63年度～平成3年度（4年）、平成13年度～ 15年度 会長

篁　　　秀　樹 六代理事長　平成４年度～平成7年度（4年）

坪　島　照　信 副   会   長　昭和53年～ 62年、平成2 ～ 3年

参 与

岩　田　栄　治 昭和32･33年度会長 物故者
酒　井　健　作 昭和34･35年度会長 物故者
辻　　　重　光 昭和36･37年度会長 物故者
木　倉　秀　之 物故者
本　林　荘　三 昭和43･44年度会長 物故者
黒　田　外季雄 昭和45･46年度会長 物故者
竹　長　敏　夫 昭和47年度会長 物故者
野　田　親　治 昭和48年～ 52年度会長 物故者
山　川　志津雄 昭和53･54年度会長 物故者
松　倉　正　男 昭和55･56年度会長 物故者
田　中　佐　行 昭和57 ～ 60年度会長

佐々木　光　三 昭和61年度会長

松　儀　　　薫 昭和62年度会長

田　中　幸　光 昭和63 ～平成2年度会長

中　尾　俊　雄 平成3年度会長

石　倉　　　進 平成4･5年度会長

原　　　勢　二 平成6･7年度会長

宝　田　行　雄 平成8･9年度会長 物故者
河　田　保　郎 平成10 ～ 12年度会長

牧　野　弥　一 平成16年度会長

北　　　慎　吾 平成17年度～平成21年度会長

名 誉 会 員

松　井　良　平 永年勤続役員 昭和32年度～（副理事長経験者 昭和37年度～）

荒　木　雅　夫 永年勤続役員 昭和32年度～（副理事長経験者 昭和43年度～）

西　野　　　勇 永年勤続役員 昭和37年度～（副理事長経験者 昭和55年度～）

脇　田　　　浩 永年勤続役員 昭和43年度～（副理事長経験者 昭和55年度～）

加　藤　　　淳 永年勤続役員 昭和43年度～（事務局長、副理事長経験者 昭和57年度～）

河　井　益良夫 永年勤続役員 昭和45年度～（副理事長経験者 昭和61年度～）

屋　木　　　栄 永年勤続役員 昭和45年度～（副理事長経験者 昭和49年度～）

山　﨑　能　伸 永年勤続役員 昭和47年度～（副理事長経験者 昭和57年度～）

山　本　　　武 永年勤続役員 昭和49年度～（特別会員経験者 平成  元年度～）

根　井　尚　一 永年勤続役員 昭和49年度～（副理事長経験者 昭和49年度～）

河　原　美　明 永年勤続役員 昭和49年度～（特別会員経験者 平成  元年度～）

杉　田　　　茂 永年勤続役員 昭和49年度～（特別会員経験者 平成  元年度～）

大　島　正　尚 永年勤続役員 昭和53年度～平成元年（12年）

山　田　光　夫 永年勤続役員 昭和53年度～（特別会員経験者 平成  元年度～）

土　井　　　浩 音楽活動25年以上の大学・短大出の指導者（特別会員経験者 平成元年度～）

吉　田　　　彰 永年勤続役員 昭和53年度～（事務局長経験者 昭和61年度～）

石　場　俊一郎 永年勤続役員 昭和53年度～（副理事長経験者 平成  4年度～）

明　　　長　隆 永年勤続役員 昭和55年度～（特別会員経験者 平成  2年度～）

堺　　　博　昭 永年勤続役員 昭和57年度～（事務局長、副理事長経験者 平成  ２年度～）

米　谷　和　也 永年勤続役員 平成  元年度～（事務局長経験者 平成   8年度～）

荒　川　弘　子 永年勤続役員 （昭和51年度、昭和59年度～平成3年度 常任理事10年）　

藪　波　多佳志 永年勤続役員 （昭和63年度～平成15年度　常任理事15年、理事1年）

三　上　尚　二 永年勤続役員 （昭和59年度～平成12年度　 常任理事15年、理事2年）　

山　田　　　誠 副理事長経験者

特 別 会 員

平成22年度　富山県学校吹奏楽連盟「顧問・参与・名誉会員・特別会員」名簿
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全日本吹奏楽コンクール

東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会
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第 38 回富山県吹奏楽コンクール
第58回「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第51回「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第10回「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　昨年同様に中学校の終業式の関係で、日程が金曜
日～月曜日開催となった。また、運営の見直しによ
り開催部門日程が変更された。高等学校B部門の出場
団体数が21団体であったため、代表数が１増加し４
団体となった。
　 　

日時／ 2010年（平成22年）	７月２３日（金）１３：３０～
	 	 	 　　２４日（土）　 ９：００～
	 	 	 　　２５日（日）　 ９：３０～
	 	 	 　　２６日（月）　 ９：３０～
場所／魚津市文化会館
主催／富山県学校吹奏楽連盟・朝日新聞社
後援／富山県教育委員会・魚津市教育委員会

ff 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：迷走するサラバンド　（第20回朝日作曲賞）（広瀬　正憲）
Ⅱ（全部門共通）：オーディナリー・マーチ（高橋　宏樹）
Ⅲ（全部門共通）：吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」（長野　雄行）
Ⅳ（全部門共通）：汐風のマーチ（田嶋　　勉）
Ⅴ（高大職一のみ）：吹奏楽のためのスケルツォ 第２番 ≪夏≫（鹿野　草平）
　　　　　　　　　（第２回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）

ff 審査員 ff

稲川　榮一（東京芸術大学音楽学部教授）
田中　正敏（東京学芸大学講師  クラリネット奏者）
辻本　憲一（東京フィルハーモニー交響楽団　首席トランペット奏者）
栃尾　克樹（東京佼成ウインドオーケストラ　サクソフォン奏者）
三澤　　慶（作曲家「侍ＢＲＡＳＳ」メンバー　トランペット奏者）

高等学校Ｂ部門　7月23日　１３：３０～	
1 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銀賞

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より　無言劇、全員の踊り（M.ラヴェル／ M.ハインズレー）
2 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕 金賞

マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）
3 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銅賞

管楽器のための「古典幻想曲」（伊藤　康英）
4 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 銀賞

付随音楽「真夏の夜の夢」　より（F.メンデルスゾーン／仲田　　守）
5 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銀賞

いつも風　巡り会う空（福島　弘和）
6 富山県立泊高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 銀賞

繭の夢～竜の舞う空～（福島　弘和）
7 富山県立上市高等学校 〔指揮：谷川　宗寿〕 金賞代表

リヴァーダンス（B.ウィーラン／ G.バイテンハイス）
8 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕 金賞代表

シバの女王ベルキス　より Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ（O.レスピーギ／小長谷　宗一）
9 富山県立八尾高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 金賞

アルヴァマー序曲（J.バーンズ）
10 富山県立南砺総合高等学校

井波高等学校
〔指揮：林　　和宏〕 銀賞

天空への挑戦（R.W.スミス）
11 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞

「子どものために」　より　６、34、35、36（B.バルトーク／中原　達彦）
12 富山県立雄山高等学校 〔指揮：佐伯久美子〕 銀賞

山寺にて～奥の細道の奥～（福島　弘和）
13 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞

ノアの方舟（樽屋　雅徳）

14 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：中本　　努〕 金賞
呪文と踊り（J.B.チャンス）

15 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：森田　里香〕 金賞
リヴァーダンス（B.ウィーラン／ G.バイテンハイス）

16 富山県立氷見高等学校 〔指揮：福島久美子〕 金賞代表
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

17 富山県立小杉高等学校 〔指揮：池上　敦子〕 銅賞
アパラチアン序曲（J.バーンズ）

18 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銅賞
夏の風　プレリュード（福島　弘和）

19 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：伊東　康孝〕 金賞
交響詩曲「西遊記」（福島　弘和）

20 富山県立二上工業高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 金賞代表
民族舞曲（D.ショスタコーヴィチ／ F.エリクソン）

21 富山県立石動高等学校 〔指揮：松　　清志〕 銀賞
マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）

中学校Ｂ部門　７月２4日　９：００～	
1 富山市立大沢野中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銀賞

吹奏楽のための「虹色の海」（鈴木　英史）
2 高岡市立牧野中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銀賞

仮面幻想（大栗　　裕）
3 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：沢田　良子〕 銀賞

カルメン・ファンタジー（G.ビゼー／鈴木　英史）
4 南砺市立井波中学校 〔指揮：柳原　　薫〕 銀賞

元禄（櫛田月失之扶）
5 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銅賞

交響的前奏曲「ポローニア」（E.エルガー／山本　教生）
6 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞

ハンガリーの風景　より　Ⅰ．セークレルとの夕べ、Ⅱ．熊踊り、Ⅲ．豚飼いの踊り
（B.バルトーク／山本　教生）

7 高岡市立南星中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞代表
「スペイン奇想曲」より　Ⅲ．アルボラータ、Ⅳ．シェーナとジプシーの歌、
Ⅴ．アストゥリア地方のファンダンゴ（Ｎ．リムスキー＝コルサコフ／ M.ハインズレー）

8 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：大浦　謙一〕 銀賞
ムーン・ストーン（田中久美子）

9 砺波市立庄川中学校 〔指揮：往蔵　直美〕 金賞
ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」（八木澤教司）

10 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
ケルト民謡による組曲　（ケルト民謡／建部　知弘）

11 高岡市立五位中学校 〔指揮：清水　　毅〕 銀賞
ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／石毛　里佳）

12 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／淀　　　彰）

13 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銀賞
星の天使～クレーの天使達に寄せて～（福島　弘和）

14 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
パシフィカ（R.バックリー）

15 黒部市立高志野中学校 〔指揮：辻　　幸恵〕 金賞
祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）

16 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銅賞
誇りと賛美（J.スウェアリンジェン）

17 南砺市立井口中学校 〔指揮：利　　涼子〕 銅賞
こどもの生活　より　掛け時計、野外での舞踏曲、グランド・パレード
（T.クラック／山本　教生）

18 富山市立三成中学校 〔指揮：渡辺　優子〕 銅賞
アメリカン・フォーク・ファンタジア（E.ハクビー）

19 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
第六の幸福をもたらす宿　より　Ⅱ．ロマンティック・インタルード、Ⅲ．ハッピー・エンディ
ング（M.アーノルド・P.F.ウェブスター／瀬尾　宗利）

20 射水市立射北中学校 〔指揮：竹内　文恵〕 金賞
二つの交響的断章　より　Ⅱ（V.ネリベル）

21 南砺市立城端中学校 〔指揮：下村　知絵〕 銀賞
ブレント・ウッド・パス（J.ウィリアムズ）

22 富山市立八尾中学校 〔指揮：竹脇　直子〕 銀賞
アルカディア（広瀬　勇人）

23 富山市立南部中学校 〔指揮：望月えりか〕 金賞
アパラチアン序曲（J.バーンズ）
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24 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞代表
小組曲　より　Ⅰ．小舟にて、Ⅳ．バレエ（C.ドビュッシー／森田　一浩）

25 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞代表
「斑鳩の空」　より　夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空（櫛田月失之扶）

26 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：砂土居良江〕 銀賞
「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹（八木澤教司）

27 富山市立奥田中学校 〔指揮：瀬上　典子〕 銀賞
秀吉＜交響組曲「秀吉」より＞（櫛田月失之扶）

28 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
ケルト・ラプソディー　より　Ⅰ．マーチ、Ⅱ．エア、Ⅲ．リール（ケルト民謡／建部　知弘）

29 朝日町立朝日中学校 〔指揮：魚津　基子〕 金賞
スペイン組曲　よりⅠ．ヒタネリアス、Ⅱ．アンダルシア、Ⅲ．マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

30 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銅賞
吹奏楽のための第１組曲　変ホ長調　よりⅠ．シャコンヌ、Ⅲ．マーチ（G.ホルスト）

31 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲　　俊浩〕 銅賞
バンドのための民話（J.A.コーディル）

32 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用　裕志〕 銀賞
コラールとカプリチオ（C.ジョバンニーニ／ W.ロビンソン）

33 入善町立入善中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞代表
元禄（櫛田月失之扶）

34 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端　由美〕 金賞
バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー（P.I.チャイコフスキー／後藤　　洋）

35 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
喜びの音楽を奏でて（J.スウェアリンジェン）

36 富山市立上滝中学校 〔指揮：片野　真一〕 銅賞
センチュリア（J.スウェアリンジェン）

37 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
ミュージカル「ミス・サイゴン」　より　序奏、我が心の夢、サイゴン陥落、
今がこのとき（C.M.シェーンベルク／宍倉　　晃）

38 射水市立新湊西部中学校 〔指揮：柳川　　緑〕 金賞
「ペルセウス」－大空を翔る英雄の戦い（八木澤教司）

39 富山市立新庄中学校 〔指揮：新井友香里〕 銀賞
ガリヴァー旅行記　より　Ⅰ．リリパット、Ⅲ．ラピュータ、Ⅳ．フウィヌム（B.アッペルモント）

40 南砺市立福光中学校 〔指揮：山田　　誠〕 金賞代表
朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）

41 片山学園中学校 〔指揮：石川紘一郎〕 銀賞
かけら幻想（石毛　里佳）

42 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 銅賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

43 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銅賞
ケルトの叫び　より　Ⅰ．ナイトメア、Ⅱ．シューラ・ルーシ、Ⅲ．ブレイクアウト
（R.ハーディマン／ P.グラハム）

44 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞
梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

45 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞
喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

46 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 金賞
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

47 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銅賞
ティンバー・シティー・トリロジー（M.ウィリアムス）

48 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山崎　拓郎〕 金賞代表
ダンテの「神曲」　より　地獄篇（R.W.スミス）

小学校部門　7月25日　９：３０～	
1 射水市立新湊小学校 〔指揮：金谷　幸成〕 金賞

バンドのための民話（J.A.コーディル）
2 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞代表

仮面舞踏会　より　Ⅰ．ワルツ、Ⅳ．ロマンス、Ⅴ．ギャロップ
（A.ハチャトゥリアン／仲田　　守）

3 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞
交響的物語（R.シェルドン）

4 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕 金賞代表
ミュージカル「ミス・サイゴン」　より　序奏、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき
（C.M.シェーンベルク／宍倉　　晃）

5 滑川市立田中小学校 〔指揮：山岸　虎男〕 銀賞
バンドのための民話（J.A.コーディル）

6 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞
ガリヴァー旅行記　より　Ⅰ．小人の国、Ⅱ．巨人の国、Ⅳ．馬の国（B.アッペルモント）

中学校Ａ部門　７月25日　１０：４５～	
1 魚津市立西部中学校 〔指揮：濵藤　浩人〕 銅賞

課Ⅱ＆自由曲：ノアの方舟（樽屋　雅徳）
2 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」　より　Ⅰ．チルチェンセス、Ⅳ．主顕祭
（O.レスピーギ／仲田　　守）

3 富山市立堀川中学校 〔指揮：青江美記子〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：カルミナ・ブラーナ　より　Ⅶ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅻ、�（C.オルフ／ J.クランス）

4 上市町立上市中学校 〔指揮：飛弾野洋一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

5 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

6 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ／上埜　　孝）

7 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：魔法使いの弟子（P.デュカス／ M.ハインズレー）

8 富山市立山室中学校 〔指揮：平山　志郎〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：大阪俗謡による幻想曲（大栗　　裕）

9 南砺市立吉江中学校 〔指揮：塚田　香織〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：ダンシング・イン・エアー（後藤　　洋）

10 南砺市立福野中学校 〔指揮：今井　幸代〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）

11 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：コリアン・ダンス　より　Ⅲ．ロンド－フィナーレ（高　　昌帥）

12 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」　より　Ⅰ．チルチェンセス、Ⅳ．主顕祭
（O.レスピーギ／仲田　　守）

13 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：海の男達の歌（R.W.スミス）

14 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生）

15 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：道化師の朝の歌（M.ラヴェル／渡部　謙一）

16 射水市立小杉南中学校 〔指揮：寺　みつる〕 金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

17 立山町立雄山中学校 〔指揮：齊藤　綾乃〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：永遠の翼を持つイカルス（鈴木　英史）

大学部門　１６：１５～	
1 富山高等専門学校 〔指揮：横田　数弘〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：翡翠　より　Ⅰ．雨上がりに、Ⅱ．焔の如く輝き（J.マッキー）

職場・一般部門　１７：３０～	
1 ストライキング・

オリジナリティー・バンド
〔指揮：種谷　　優〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：スター・ウォーズ・サガ（J.ウィリアムズ／ J.デ＝メイ）
2 ら・こんせ～る・

のくちゅ～る
〔指揮：大野慎太郎〕 金賞代表

課Ⅳ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
3 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：交響曲第４番　より　Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（M.アーノルド／瀬尾　宗利）
4 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
5 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛弾野洋一〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：アトランティス（樽屋　雅徳）
6 速星☆　Friday's 〔指揮：山崎　大介〕 金賞代表

課Ⅲ＆自由曲：アルメニアン・ダンス　パートⅡ　より　Ⅲ．ロリの歌（A.リード）
7 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：エクストリーム・メイク-オーヴァー　～チャイコフスキーの主題による変奏～
（J.デ＝メイ）
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第38回富山県吹奏楽コンクール高等学校Ａ部門　2010年（平成22年）7月26日（月）新川文化ホール
富山県立高岡商業高校　指揮：神田賢二
※高岡商業高校は第58回全日本吹奏楽コンクール北陸支部代表として通算26回目の出場を果たし、銅賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ　

高等学校Ａ部門　９：３０～	
1 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」　より　Ⅰ．前奏曲 おとぎ話は始まる、Ⅱ．ウィー
ンの音楽時計、Ⅳ．戦争とナポレオンの敗北、Ⅴ．間奏曲、Ⅵ．皇帝と廷臣たちの入場
（Z.コダーイ／ G.C.バイナム）

2 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「青銅の騎士」　より（R.M.グリエール／林　　紀人）

3 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：地底都市「カッパドキア」　－妖精の宿る不思議な岩（八木澤教司）

4 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「ガイーヌ」　より　　序奏、友情の踊り、アイシェの目覚めと踊り、
剣の舞、収穫祭（A.ハチャトゥリアン／林　　紀人）

5 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：セント・アンソニー・ヴァリエーション（W.H.ヒル）

6 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：翡翠　より　Ⅰ．雨上がりに、Ⅱ．焔の如く輝き（J.マッキー）

7 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 銅賞
課Ⅳ＆自由曲：マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）

8 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：交響詩「ローマの祭」　より　Ⅰ．チルチェンセス、Ⅳ．主顕祭
（O.レスピーギ／大橋　晃一）

9 富山県立滑川高等学校 〔指揮：舟津　昭博〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」　より　Ⅰ．アーチ、Ⅱ．サークルズ、
Ⅲ．アローズ（P.グレイアム）

10 富山県立富山南高等学校 〔指揮：砂子　　勲〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿　より　Ⅰ．ロンドン・プレリュード、
Ⅱ．ロマンティック・インタルード、Ⅲ．ハッピー・エンディング
（M.アーノルド・P.F.ウェブスター／瀬尾　宗利）

11 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

12 富山県立砺波高等学校 〔指揮：俵　麻美子〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：暗闇から光へ（P.スパーク）

13 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：伊尾　孝敏〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ジュビラーテ（R.ジェイガー）

14 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕 金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：シンフォニエッタ　より　Ⅲ、Ⅴ（L.ヤナーチェク／ D.ウィック）

15 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 金賞代表
課Ⅲ＆自由曲：コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー
（P.ウィリアムス）

16 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：交響的舞曲　より　Ⅲ（S.ラフマニノフ／佐藤　正人）

17 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）
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第 51 回北陸吹奏楽コンクール
第58回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第10回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

来年度より東日本学校吹奏楽大会のフェスティバル
部門が廃止され、コンクール部門への一本化が図ら
れる。これにともない、北陸吹奏楽コンクールから
の代表は、コンクール部門に小学校１、中学校4、高
等学校3となる。

今年度、中学校B部門に出場した南砺市立福光中学
校と砺波市立庄西中学校は、北陸吹奏楽コンクール
前に開催されている第53回中部日本吹奏楽コンクー
ル富山県大会で代表となっており、第53回中部日本
吹奏楽コンクール本大会と第10回東日本学校吹奏楽
大会が同日開催のため、先に決まった中部日本の代
表権が優先されるため、北陸吹奏楽コンクールにお
ける代表権は辞退している。
　 　

日時／ 2010年（平成22年）
	 ８月６日（金）13:00～
	 　　中学校B部門、高等学校B部門
	 ８月７日（土）９:00～
	 　　大学、中学校A部門
	 ８月８日（日）９:00～
	 　　小学校部門、高等学校A部門、職場・一般部門

場所／石川県立音楽堂コンサートホール

ff 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：迷走するサラバンド（第20回朝日作曲賞）（広瀬　正憲）
Ⅱ（全部門共通）：オーディナリー・マーチ（高橋　宏樹）
Ⅲ（全部門共通）：吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」（長野　雄行）
Ⅳ（全部門共通）：汐風のマーチ（田嶋　　勉）
Ⅴ（大職一のみ）：吹奏楽のためのスケルツォ第２番《夏》
　　　　　　　　 （第２回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）（鹿野　草平）

ff 審査員 ff

小野　照三（ブリジストン吹奏楽団久留米　音楽監督常任指揮者）
次田　心平（読売日本交響楽団　テューバ奏者）
松原　孝政（昭和音楽大学　サクソフォン奏者）
水谷　　仁（名古屋フィルハーモニー交響楽団　ホルン奏者）
森　　　茂（洗足学園音楽大学教授　打楽器奏者）
森田　一浩（作曲家）
山根　公男（洗足学園音楽大学　クラリネット奏者）

中学校Ｂ部門　８月６日　13：00～	
1 小松市立板津中学校 〔指揮：山本　幸世〕 金賞

コレオグラフィ（Ｒ.シェルドン）
2 南砺市立福光中学校 〔指揮：山田　　誠〕 金賞

挑戦民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
3 白山市立北辰中学校 〔指揮：山口　浩幸〕 銅賞

ルーマニア民族舞曲集（B.バルトーク／後藤　　洋）
4 白山市立美川中学校 〔指揮：野村　　徹〕 銅賞

組曲「仮面舞踊会」（A.ハチャトゥリアン／吉市　幹雄）
5 高岡市立南星中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞・代表

「スペイン奇想曲」より　Ⅲ.アルボラーダ　Ⅳ.シェーナとジプシーの歌　
Ⅴ.アストゥリア地方のファンダンゴ（N.リムスキー＝コルサコフ／ M.ハインズレー）

6 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銀賞
「斑鳩の空」夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空（櫛田月失之扶）

7 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山崎　拓郎〕 銀賞
ダンテの「神曲」より地獄編（Ｒ．Ｗ．スミス）

8 入善町立入善中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 銅賞
元禄（櫛田　月失之扶）

9 越前市南越中学校 〔指揮：片山　幹子〕 金賞・代表
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ.Ｒ.ギリングハム）

10 越前市武生第六中学校 〔指揮：吉田麻里子〕 金賞・代表
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

11 小松市立海中中学校 〔指揮：糠山　年美〕 銀賞
ケルト民謡による組曲（ケルト民謡／建部知弘）

12 あわら市金津中学校 〔指揮：西村　竹広〕 銅賞
バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より（Ｏ.レスピーギ／淀　彰）

13 小松市立松東中学校 〔指揮：山下谷美加〕 銅賞
ポロヌプ（酒井　　格）

14 勝山市立勝山南部中学校 〔指揮：大谷　泰子〕 銀賞
第六の幸福をもたらす宿より　Ⅱ、Ⅲ（Ｍ.アーノルド・Ｐ.Ｆ.ウェブスター／瀬尾　宗利）

15 小松市立松陽中学校 〔指揮：水内　千世〕 金賞・代表
鳳凰が舞う～印象、京都　石庭　金閣寺（真島　俊夫）

16 あわら市芦原中学校 〔指揮：長﨑　充博〕 銀賞
第六の幸福をもたらす宿（Ｍ.アーノルド・Ｐ.Ｆ.ウェブスター／瀬尾　宗利）

17 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞
「小組曲」より　Ⅰ小舟にて、Ⅳバレエ（Ｃ.ドビュッシー／森田　一浩）

高等学校Ｂ部門　16：20～	
1 石川県立輪島高等学校 〔指揮：大高　宗浩〕 金賞・代表

交響的断章（Ｖ．ネリベル）
2 福井県立武生商業高等学校 〔指揮：植田　　薫〕 金賞・代表

ブルー・ジェイズ（F.ティケリ）
3 富山県立氷見高等学校 〔指揮：福島久美子〕 銀賞

プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）
4 富山県立上市高等学校 〔指揮：谷川　宗寿〕 銅賞

リヴァーダンス（Ｂ.ウィーラン／Ｇ.バイテンハイス）
5 石川県立羽咋高等学校 〔指揮：川畑　倫子〕 銀賞

梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）
6 石川県立松任高等学校 〔指揮：山岡　善一〕 銀賞

「天地創造」より「ノアの方舟」「メイン・テーマ」（黛　敏郎／Ｋ.ウィットコム）
7 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕 金賞

シバの女王　ベルキスより　Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ（O.レスピーギ／小長谷宗一）
8 福井工業大学附属福井工業

高等学校
〔指揮：上野　元久〕 金賞・代表

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗　　裕）
9 富山県立二上工業高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 銅賞

民族舞曲（D.ショスタコーヴィチ／ F.エリクソン）
10 福井県立福井商業高等学校 〔指揮：北島恵美子〕 銀賞

交響詩曲「西遊記」（福島　弘和）

大学部門　８月７日　９：00～	
1 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：澤江　武史〕 金賞・代表

課Ⅰ＆自由曲：カレイドスコープ（P.スパーク）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：翡翠より　Ⅰ・雨上がりに…，Ⅱ・焔の如く輝き（J.マッキー）
3 福井大学吹奏楽部 〔指揮：阪井　一輝〕 銀賞

課Ⅴ＆自由曲：レッドライン・タンゴ（J.マッキー）

中学校Ａ部門　10：00～	
1 越前市武生第一中学校 〔指揮：佐々木和史〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：バレエ音楽「シンデレラ」より（S.プロコフィエフ／大橋　晃一）
2 福井市立三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：セイント・アンソニー・ヴァリエーション（W.H.ヒル）
3 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」より　Ⅰ.チルチェンセス　Ⅳ.主顕祭
（O.レスピーギ／仲田　　守）

4 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：「コリアン・ダンス」よりⅢ.ロンドーフィナーレ（高　　昌帥）

5 内灘町立内灘中学校 〔指揮：大内　正義〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿（Ｍ.アーノルド・Ｐ.Ｆ.ウェブスター／瀬尾　宗利）

6 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：交響詩「ローマの祭」より　Ⅰチルチェンセス、Ⅳ主顕祭
（O.レスピーギ／仲田　　守）

7 津幡町立津幡中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（Ｇ.ヴェルディ／Ｆ.チェザリーニ）
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8 射水市立小杉南中学校 〔指揮：寺　みつる〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ.Ｒ.ギリングハム）

9 福井県鯖江市中央中学校 〔指揮：栗田　健一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ組曲「青銅の騎士」より（Ｒ.グリエール／石津谷治法）

10 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生）

11 富山県南砺市福野中学校 〔指揮：今井　幸代〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（Ｊ.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）

12 津幡町立津幡南中学校 〔指揮：奥泉　清人〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：組曲「動物の謝肉祭」より序奏と堂々たるライオンの行進、雄鳥と雌鳥、
水族館、化石、終曲（Ｃ.サン＝サーンス／後藤　　洋）

13 鯖江市東陽中学校 〔指揮：廣比　知徳〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：「仮面舞踏会」より　Ⅰ.ワルツ　Ⅱ.ノクターン　Ⅴ.ギャロップ
（Ａ.ハチャトリアン／仲田　守）

14 金沢市立額中学校 〔指揮：田中　一宏〕 金賞・代表
課Ⅳ＆自由曲：吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗　　裕）

15 能美市立辰口中学校 〔指揮：村尾　彰拓〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：カントゥス・ソナーレ（鈴木　英史）

16 福井市社中学校 〔指揮：宮本　正三〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より（Ｏ.レスピーギ／木村　吉宏）

17 小松市立丸内中学校 〔指揮：広瀬　真樹〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／渡辺秀之・黒川圭一）

18 かほく市立河北台中学校 〔指揮：吉田　淳一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：舞踏組曲より（Ｂ.バルトーク／仲田　守）

19 鯖江市鯖江中学校 〔指揮：田鳥　麻澄〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より　夜明け、全員の踊り
（Ｍ.ラヴェル／佐藤　正人）

20 能美市立根上中学校 〔指揮：上高　裕希〕 金賞・代表
課Ⅰ＆自由曲：エクストリーム・メイクオーヴァー　
～チャイコフスキーの主題による変容～（Ｊ.デ・メイ）

小学校部門　８月８日　９：00～	
1 鯖江市惜陰小学校 〔指揮：薮腰　　唯〕 金賞グランプリ

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（Ｅ.カールマン／鈴木　英史）
2 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞・支部代表

仮面舞踏会（Ａ.ハチャトリアン／仲田　守）
3 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕 金賞

ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲　我が心の夢　サイゴン陥落　今がこのとき
（Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ／宍倉　晃）

4 羽咋市立羽咋小学校 〔指揮：中谷　規雄〕 銀賞
金の糸銀の風（磯崎　敦博）

※富山大学人間発達科学部附属小学校は、10月10日(日)東京・府中の
森芸術劇場どりーむホールで行われる「第10回東日本学校吹奏楽大
会」に北陸支部推薦団体として出場します。

高等学校Ａ部門　9：50～	
1 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より　Ⅰ.前奏曲　おとぎ話は始まる　
Ⅱ.ウィーンの音楽時計　Ⅳ.戦争とナポレオンの敗北　Ⅴ.間奏曲　Ⅵ.皇帝と廷臣たちの
入場（Ｚ.コダーイ／Ｇ.Ｃ.バイナム）

2 小松市立高等学校 〔指揮：木村　有孝〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：バッハの名による幻想曲とフーガ（Ｆ.リスト／田村　文生）

3 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕 金賞・代表
課Ⅱ＆自由曲：「シンフォニエッタ」よりⅢ・Ⅴ（Ｌ.ヤナーチェク／Ｄ.ウィック）

4 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」　よりⅠ・チルチェンセス，Ⅳ・主顕祭
（O.レスピーギ／大橋　晃一）

5 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディ
（P.ウィリアムス／Ｓ.ネスティコ）

6 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：翡翠より　Ⅰ・雨上がりに…，Ⅱ・焔の如く輝き（J.マッキー）

7 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：巴里の幻影（真島　俊夫）

8 石川県立小松明峰高等学校 〔指揮：斉藤　忠直〕 金賞・代表
課Ⅳ＆自由曲：ディオニュソスの祭（Ｆ.シュミット）

9 石川県立金沢桜丘高等学校 〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／後藤　洋）

10 金沢市立工業高等学校 〔指揮：幸正　勤也〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：歌劇「トスカ」第1幕より（Ｇ.プッチーニ／後藤　洋）

11 福井県立金津高等学校 〔指揮：浅井　裕規〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）

12 石川県立金沢錦丘高等学校 〔指揮：松田　知隆〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

13 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（Ｊ.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）

14 北陸学園北陸高等学校 〔指揮：明石　憲和〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のための交響的印象　海響（和田　薫）

15 福井県立羽水高等学校 〔指揮：宇野　智子〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：三つのジャポニスム（真島　俊夫）

16 福井県立武生東高等学校 〔指揮：尾鳥　達彦〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（Ｚ.コダーイ／Ｇ.Ｃ.バイナム）

職場・一般部門　15：50～	
1 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛弾野洋一〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：アトランティス（樽屋　雅徳）
2 小松市民吹奏楽団 〔指揮：広瀬　真樹〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：ウィークエンド　イン　ニューヨーク（Ｐ.スパーク）
3 ソノーレ・ウィンドアンサンブル〔指揮：栗田　健一〕 金賞・代表

課Ⅱ＆自由曲：おほない　～ 1995.1.17阪神淡路大震災へのオマージュ～
Ⅰ.瓦解、Ⅲ.復興そして祈り（天野　正道）

4 速星☆Friday's 〔指揮：山崎　大介〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：アルメニアン・ダンス　パートⅡより　Ⅲ.ロリの歌（Ａ.リード）

5 ウィンドアンサンブル・ソレイユ 〔指揮：奥山　泰三〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：翡翠より　Ⅰ・雨上がりに…，Ⅱ・焔の如く輝き（J.マッキー）

6 ら・こんせーる・のくちゅーる〔指揮：大野慎太郎〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

7 百萬石ウィンドオーケストラ 〔指揮：仲田　　守〕 金賞・代表
課Ⅱ＆自由曲：オーロラ（エオス）は目覚める（Ｊ.マッキー）
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　写真提供：株式会社フォトライフ　

第38回富山県吹奏楽コンクール中学校Ａ部門　2010年（平成22年）7月25日（日）新川文化ホール
高岡市立志貴野中学校　指揮：城宝美奈
※高岡市立志貴野中学校は富山県代表として第51回北陸吹奏楽コンクールに出場し、金賞を受賞

第38回富山県吹奏楽コンクール高等学校Ｂ部門　2010年（平成22年）7月23日（金）新川文化ホール
富山県立二上工業高校　指揮：岩本博之
※富山県立二上工業高校は富山県代表として第51回北陸吹奏楽コンクールに出場し、銅賞を受賞
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全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （中学の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場校 富山県からの出場校 備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年  （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 第46回 辰口中学校 （石川） 銀賞、 津幡中学校 （石川） 銅賞
2006年  （平成18年） 第54回 東京普門館 第47回 鯖江中学校 （福井） 銅賞、 津幡中学校 （石川） 金賞
2007年  （平成19年） 第55回 東京普門館 第48回 内灘中学校 （石川） 銀賞、 津幡中学校 （石川） 銅賞

2008年  （平成20年） 第56回 東京普門館 第49回
福野中学校 大坪　　建 金賞 交響詩 「海」 より　Ⅲ． 風と海との対話 Ⅰ C.ドビュッシー 上埜　　孝

津幡中学校３年連続出場のため休み
小杉中学校 竹内　文恵 銅賞 プラトンの洞窟からの脱出 Ⅱ S.メリロ

2009年  （平成21年） 第57回 東京普門館 第50回 芳野中学校 橘　　恭幸 銅賞 バレエ音楽「シバの女王ベルキス」　よりⅡ・戦いの踊り，Ⅰ・ソロモンの夢，Ⅳ・狂宴の踊り Ⅳ O.レスピーギ 小長谷　宗一 根上中学校 （石川） 銀賞
2010年 （平成22年） 第58回 東京普門館 第51回 根上中学校 （石川） 銅賞、 額中学校 （石川） 銀賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （高校の部）
西　暦

全日本吹奏楽コンクール
北陸大会

富山県からの出場校 富山県からの出場校
備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年 （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 第46回 富山商業高校３年連続出場のため休み 金沢桜丘高校 （石川） 銀賞、 武生東高校 （福井） 銅賞
2006年 （平成18年） 第54回 東京普門館 第47回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 交響詩 「ローマの祭り」 より Ⅰ． チルチェンセス　Ⅳ． 主顕祭 Ⅰ Ｏ.レスピーギ 仲田　　守 金沢市立工業高校 （石川） 銀賞
2007年 （平成19年） 第55回 東京普門館 第48回 富山商業高等学校 鍜治　伸也 銀賞 千載万葉の雪 Ⅱ 長生　　淳 武生東高校 （福井） 銅賞
2008年 （平成20年） 第56回 東京普門館 第49回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 交響曲第５番 「革命」 より終楽章 Ⅰ D.ショスタコーヴィチ J.グーゴック 金沢市立工業高校 （石川） 銀賞
2009年 （平成21年） 第57回 東京普門館 第50回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 アルプス交響曲　より Ⅳ R.シュトラウス 森田　一浩 小松明峰高校 （石川） 金賞
2010年 （平成22年） 第58回 東京普門館 第51回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銅賞 シンフォニエッタよりⅢ.Ⅴ Ⅱ L.ヤナーチェク Ｄ.ウィック 小松明峰高校 （石川） 銀賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （大学の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場校 富山県からの出場校 備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年  （平成17年） 第53回 大阪国際会議場 第46回 富山大学吹奏楽団 前田　佳美 銅賞 二つの交響的断章 Ⅱ Ｖ.ネリベル 金沢大学吹奏楽団３年連続出場のため休み
2006年  （平成18年） 第54回 宇都宮市文化会館 第47回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2007年  （平成19年） 第55回 長野県民文化会館 第48回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2008年  （平成20年） 第56回 大阪国際会議場 第49回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2009年  （平成21年） 第57回 名古屋国際会議場 第50回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銅賞 祈り～その時、彼女は何を想ったか～ドゥブロフカ劇場（モスクワ）2002.10.26 Ⅳ 飯島　俊成 金沢大学吹奏楽団３年連続出場のため休み
2010年 （平成22年） 第58回 愛媛県県民文化会館 第51回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （職場・一般の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場団体 富山県からの出場団体 備考回数 会場 団体名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年 （平成17年） 第53回 大阪国際会議場 第46回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2006年 （平成18年） 第54回 宇都宮市文化会館 第47回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2007年 （平成19年） 第55回 長野県民文化会館 第48回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2008年 （平成20年） 第56回 大阪国際会議場 第49回 百萬石ウインドオーケストラ３年連続出場のため休み ウインドアンサンブル・ソレイユ （福井） 銀賞
2009年 （平成21年） 第57回 名古屋国際会議場 第50回 富山ミナミ吹奏楽団 牧野　　誠 銅賞 吹奏楽のための交響的印象「海響」 Ⅱ 和田　　薫 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銀賞

2010年 （平成22年） 第58回 愛媛県県民文化会館 第51回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銀賞
ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞

【近年の記録】
全日本吹奏楽コンクールの変遷

西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸吹奏楽コンクール 富山県吹奏楽コンクール 実施規定回数 会場（中学・高校） 会場（大学・職場・一般） 回数 会場 回数 会場
2005年  （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 大阪国際会議場 第46回 新川文化ホール 第33回 新川文化ホール
2006年  （平成18年） 第54回 東京普門館 宇都宮市文化会館 第47回 福井県立音楽堂 第34回 砺波市文化会館
2007年  （平成19年） 第55回 東京普門館 長野県民文化会館 第48回 金沢市観光会館 第35回 砺波市文化会館 コンクールにおけるエレキベースの使用が禁止される。
2008年  （平成20年） 第56回 東京普門館 大阪国際会議場 第49回 金沢歌劇座 第36回 砺波市文化会館
2009年  （平成21年） 第57回 東京普門館 名古屋国際会議場 第50回 金沢歌劇座 第37回 砺波市文化会館 職場と一般の部門が統合される。高校の部門の出場人数が55名となる。職場・一般部門は65名。
2010年  （平成22年） 第58回 東京普門館 愛媛県県民文化会館 第51回 石川県立音楽堂 第38回 新川文化ホール

全日本吹奏楽コンクール課題曲一覧
西　暦 回数 課題曲Ⅰ 課題曲Ⅱ 課題曲Ⅲ 課題曲Ⅳ 課題曲Ⅴ

曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者
2005年  （平成17年） 第53回 パスク・ロマーナ 松尾　善雄 マーチ 「春風」 南　　俊明 ストリート・パフォーマーズ・マーチ 高橋　宏樹 サンライズ・マーチ 佐藤　俊介 リベラメンテ 吹奏楽による 出塚　健博
2006年  （平成18年） 第54回 架空の伝説のための前奏曲 山内　雅弘 吹奏楽のための一章 堀内　俊男 パルセイション 木下　牧子 海へ…吹奏楽の為に 三澤　　慶 風の密度 金井　　勇
2007年  （平成19年） 第55回 「ピッコロマーチ」 田嶋　　勉 コンサートマーチ 「光と風の通り道」 栗栖　健一 憧れの街 南　　俊明 マーチ 「ブルースカイ」 高木　登古 ナジム・アラビー 松尾　善雄
2008年  （平成20年） 第56回 ブライアンの休日 内藤　淳一 マーチ 「晴天の風」 糸谷　　良 セリオーソ 浦田健次郎 天馬の道～吹奏楽のために 片岡　寛晶 火の断章 井潤　昌樹
2009年  （平成21年） 第57回 16世紀のシャンソンによる変奏曲 諏訪　雅彦 コミカル★パレード 島田　尚美 ネストリアン・モニュメント 平田　智暁 マーチ「青空と太陽」 藤代　敏裕 躍動する魂～吹奏楽のための 江原　大介
2010年  （平成22年） 第58回 迷走するサラバンド 広瀬　正憲 オーディナリー・マーチ 高橋　宏樹 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」 長野　雄行 汐風のマーチ 田嶋　　勉 吹奏楽のためのスケルツォ 第２番 ≪夏≫ 鹿野　草平

Ⅲ（全部門共通）：（）
Ⅳ（全部門共通）：（）
Ⅴ（高大職一のみ）：（）
　　　　　　　　　（第２回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）
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全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （中学の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場校 富山県からの出場校 備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年  （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 第46回 辰口中学校 （石川） 銀賞、 津幡中学校 （石川） 銅賞
2006年  （平成18年） 第54回 東京普門館 第47回 鯖江中学校 （福井） 銅賞、 津幡中学校 （石川） 金賞
2007年  （平成19年） 第55回 東京普門館 第48回 内灘中学校 （石川） 銀賞、 津幡中学校 （石川） 銅賞

2008年  （平成20年） 第56回 東京普門館 第49回
福野中学校 大坪　　建 金賞 交響詩 「海」 より　Ⅲ． 風と海との対話 Ⅰ C.ドビュッシー 上埜　　孝

津幡中学校３年連続出場のため休み
小杉中学校 竹内　文恵 銅賞 プラトンの洞窟からの脱出 Ⅱ S.メリロ

2009年  （平成21年） 第57回 東京普門館 第50回 芳野中学校 橘　　恭幸 銅賞 バレエ音楽「シバの女王ベルキス」　よりⅡ・戦いの踊り，Ⅰ・ソロモンの夢，Ⅳ・狂宴の踊り Ⅳ O.レスピーギ 小長谷　宗一 根上中学校 （石川） 銀賞
2010年 （平成22年） 第58回 東京普門館 第51回 根上中学校 （石川） 銅賞、 額中学校 （石川） 銀賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （高校の部）
西　暦

全日本吹奏楽コンクール
北陸大会

富山県からの出場校 富山県からの出場校
備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年 （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 第46回 富山商業高校３年連続出場のため休み 金沢桜丘高校 （石川） 銀賞、 武生東高校 （福井） 銅賞
2006年 （平成18年） 第54回 東京普門館 第47回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 交響詩 「ローマの祭り」 より Ⅰ． チルチェンセス　Ⅳ． 主顕祭 Ⅰ Ｏ.レスピーギ 仲田　　守 金沢市立工業高校 （石川） 銀賞
2007年 （平成19年） 第55回 東京普門館 第48回 富山商業高等学校 鍜治　伸也 銀賞 千載万葉の雪 Ⅱ 長生　　淳 武生東高校 （福井） 銅賞
2008年 （平成20年） 第56回 東京普門館 第49回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 交響曲第５番 「革命」 より終楽章 Ⅰ D.ショスタコーヴィチ J.グーゴック 金沢市立工業高校 （石川） 銀賞
2009年 （平成21年） 第57回 東京普門館 第50回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銀賞 アルプス交響曲　より Ⅳ R.シュトラウス 森田　一浩 小松明峰高校 （石川） 金賞
2010年 （平成22年） 第58回 東京普門館 第51回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銅賞 シンフォニエッタよりⅢ.Ⅴ Ⅱ L.ヤナーチェク Ｄ.ウィック 小松明峰高校 （石川） 銀賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （大学の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場校 富山県からの出場校 備考回数 会場 学校名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年  （平成17年） 第53回 大阪国際会議場 第46回 富山大学吹奏楽団 前田　佳美 銅賞 二つの交響的断章 Ⅱ Ｖ.ネリベル 金沢大学吹奏楽団３年連続出場のため休み
2006年  （平成18年） 第54回 宇都宮市文化会館 第47回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2007年  （平成19年） 第55回 長野県民文化会館 第48回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2008年  （平成20年） 第56回 大阪国際会議場 第49回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞
2009年  （平成21年） 第57回 名古屋国際会議場 第50回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銅賞 祈り～その時、彼女は何を想ったか～ドゥブロフカ劇場（モスクワ）2002.10.26 Ⅳ 飯島　俊成 金沢大学吹奏楽団３年連続出場のため休み
2010年 （平成22年） 第58回 愛媛県県民文化会館 第51回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銅賞

全日本吹奏楽コンクール　富山県からの出場団体 （職場・一般の部）
西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸大会 富山県からの出場団体 富山県からの出場団体 備考回数 会場 団体名 指揮者 受賞 自由曲名 課 作曲者 編曲者

2005年 （平成17年） 第53回 大阪国際会議場 第46回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2006年 （平成18年） 第54回 宇都宮市文化会館 第47回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2007年 （平成19年） 第55回 長野県民文化会館 第48回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
2008年 （平成20年） 第56回 大阪国際会議場 第49回 百萬石ウインドオーケストラ３年連続出場のため休み ウインドアンサンブル・ソレイユ （福井） 銀賞
2009年 （平成21年） 第57回 名古屋国際会議場 第50回 富山ミナミ吹奏楽団 牧野　　誠 銅賞 吹奏楽のための交響的印象「海響」 Ⅱ 和田　　薫 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銀賞

2010年 （平成22年） 第58回 愛媛県県民文化会館 第51回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銀賞
ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞

【近年の記録】
全日本吹奏楽コンクールの変遷

西　暦 全日本吹奏楽コンクール 北陸吹奏楽コンクール 富山県吹奏楽コンクール 実施規定回数 会場（中学・高校） 会場（大学・職場・一般） 回数 会場 回数 会場
2005年  （平成17年） 第53回 名古屋国際会議場 大阪国際会議場 第46回 新川文化ホール 第33回 新川文化ホール
2006年  （平成18年） 第54回 東京普門館 宇都宮市文化会館 第47回 福井県立音楽堂 第34回 砺波市文化会館
2007年  （平成19年） 第55回 東京普門館 長野県民文化会館 第48回 金沢市観光会館 第35回 砺波市文化会館 コンクールにおけるエレキベースの使用が禁止される。
2008年  （平成20年） 第56回 東京普門館 大阪国際会議場 第49回 金沢歌劇座 第36回 砺波市文化会館
2009年  （平成21年） 第57回 東京普門館 名古屋国際会議場 第50回 金沢歌劇座 第37回 砺波市文化会館 職場と一般の部門が統合される。高校の部門の出場人数が55名となる。職場・一般部門は65名。
2010年  （平成22年） 第58回 東京普門館 愛媛県県民文化会館 第51回 石川県立音楽堂 第38回 新川文化ホール

全日本吹奏楽コンクール課題曲一覧
西　暦 回数 課題曲Ⅰ 課題曲Ⅱ 課題曲Ⅲ 課題曲Ⅳ 課題曲Ⅴ

曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者 曲名 作曲者
2005年  （平成17年） 第53回 パスク・ロマーナ 松尾　善雄 マーチ 「春風」 南　　俊明 ストリート・パフォーマーズ・マーチ 高橋　宏樹 サンライズ・マーチ 佐藤　俊介 リベラメンテ 吹奏楽による 出塚　健博
2006年  （平成18年） 第54回 架空の伝説のための前奏曲 山内　雅弘 吹奏楽のための一章 堀内　俊男 パルセイション 木下　牧子 海へ…吹奏楽の為に 三澤　　慶 風の密度 金井　　勇
2007年  （平成19年） 第55回 「ピッコロマーチ」 田嶋　　勉 コンサートマーチ 「光と風の通り道」 栗栖　健一 憧れの街 南　　俊明 マーチ 「ブルースカイ」 高木　登古 ナジム・アラビー 松尾　善雄
2008年  （平成20年） 第56回 ブライアンの休日 内藤　淳一 マーチ 「晴天の風」 糸谷　　良 セリオーソ 浦田健次郎 天馬の道～吹奏楽のために 片岡　寛晶 火の断章 井潤　昌樹
2009年  （平成21年） 第57回 16世紀のシャンソンによる変奏曲 諏訪　雅彦 コミカル★パレード 島田　尚美 ネストリアン・モニュメント 平田　智暁 マーチ「青空と太陽」 藤代　敏裕 躍動する魂～吹奏楽のための 江原　大介
2010年  （平成22年） 第58回 迷走するサラバンド 広瀬　正憲 オーディナリー・マーチ 高橋　宏樹 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」 長野　雄行 汐風のマーチ 田嶋　　勉 吹奏楽のためのスケルツォ 第２番 ≪夏≫ 鹿野　草平

Ⅲ（全部門共通）：（）
Ⅳ（全部門共通）：（）
Ⅴ（高大職一のみ）：（）
　　　　　　　　　（第２回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）



〔16〕

東日本学校吹奏楽大会　富山県からの出場団体

小学校
西　　暦 回数 会　　　　場

小学校の部（コンクール部門）　 小学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座 射水市立新湊小学校 福山　暁雄 銅賞 ロス・ロイ（J. デ・ハーン）

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール 北陸支部からの参加団体無し

2009 年 （平成21年） 第９回 北海道コンサートホール kitara 北陸支部からの参加団体無し

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場 富山大学人間発達科学部附属小学校 齊藤　貴子 銅賞 Ａ . ハチャトゥリアン（仲田　守）

中学校
西　　暦 回数 会　　　　場

中学校の部（コンクール部門）　 中学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara 小松市立松陽中学校 銀賞 羽咋市率羽咋中学校 北海道理事長賞

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館 小松市立中海中学校 銀賞 羽咋市率羽咋中学校 実行委員長賞

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター
南砺市立福光中学校 山田　　誠 金賞 喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C. ツェラー／鈴木英史）

福井市立美山中学校 実行委員長賞
氷見市立西條中学校 扇谷　孝代 金賞 仮面幻想（大栗　裕）

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座

氷見市立十三中学校 山﨑　伸久 銅賞 ブルー・ホライズン（F. チェザリーニ）

白山市立美川中学校 実行委員長賞

氷見市立南部中学校 扇谷　孝代 金賞 ハンガリー狂詩曲第２番（F. リスト／石毛里佳）

南砺市立福光中学校 山田　　誠 金賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B. チャンス）

射水市立小杉南中学校 長谷川　香 金賞
コンサートバンドとジャズアンサンブルのための

ラプソディー（P. ウィリアムズ）

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール

射水市立小杉南中学校 長谷川　香 金賞 アフリカの儀式と歌、宗教的典礼（R.W. スミス）

射水市立奈古中学校 川端　由美 実行委員長賞
三つのジャポニスム　Ⅱ . 雪の川

Ⅰ . 鶴が舞う　Ⅲ . 祭り（真島俊夫）
高岡市立伏木中学校 木脇　　禎 銅賞 呪文と踊り（J.B. チャンス）

白山市立光野中学校 銅賞

2009 年 （平成21年） 第 9 回 北海道コンサートホール kitara

射水市立小杉南中学校 寺　みつる 銅賞 リバー・ダンス

高岡市立五位中学校 池田　宗介 実行委員長賞

スペイン組曲「アンダルシア」　より　Ⅳ・

ヒタネリアス，Ⅱ・アンダルシア，Ⅵ・マラゲー

ニャ

福井市社中学校 金賞

能美市立美川中学校 銅賞

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場

高岡市立南星中学校 山田　喜博 銅賞

武生第六中学校 実行委員長賞小松市立松陽中学校 銅賞

越前市南越中学校 銅賞

高等学校
西　暦 回数 会　　　　場

高等学校の部（コンクール部門）　 高等学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara 富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銀賞 カルミナブラーナより（C. オルフ／ J. クランス） 石川県立輪島高等学校 北海道理事長賞

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館 石川県立輪島高等学校 銀賞 石川県立輪島実業高等学校 東関東支部理事長賞

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター 富山県立氷見高等学校 福島久美子 金賞 大阪俗謡による幻想曲（大栗　裕） 福井県立武生商業高等学校 ヤマハ賞

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 祈りⅧ～すべてのものたちへ～（立原　勇）

富山県立氷見高等学校 福島久美子 実行委員長賞 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R. ギリングハム）石川県立輪島高等学校 銅賞

福井県立武生商業高等学校 銀賞

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール
富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 カルミナブラーナより（C. オルフ／ J. クランス）

北陸支部からの参加団体なし
石川県立輪島実業高等学校 銅賞

2009 年 （平成21年） 第 9 回 北海道コンサートホール kitara
富山県立氷見高等学校 福島久美子 銅賞 三つのジャポニズム　より　Ⅰ・鶴が舞う，Ⅲ・祭（真島　俊夫）

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 実行委員長賞 火の伝説（櫛田　月失之扶）
福井県立武生商業高等学校 銅賞

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場
福井県立武生商業高等学校 金賞

石川県立輪島高等学校 実行委員長賞
福井工業大学附属福井高等学校 銀賞

大会概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
この大会は、中学・高校の 40名以下の小編成バンドのさらなる発展と、小学校バンドの健全なる育成を目指して始められた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
フェスティバル部門は、演奏表現プラス意図的な演出によって、所作や視覚（将来的には映像も加える）に訴えかける複合的な表現、または領域を越え融 合（郷土色含む）による楽しみや美しさを競う部門であり、コンクール部門との差異を明確に表出し、その方向性をもって発展する部門として設置されて
いる。北陸吹奏楽連盟は、第 4回大会より参加。「北陸吹奏楽コンクール」の、中学校・高校のＢ部門が本大会への予選となり、推薦団体を決定。富山県 学校吹奏楽連盟加盟団体が出場できる大会となった。
大会変遷	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
第１回大会　フェスティバル部門には全団体に優秀賞。他は優秀賞、BJ賞、ヤマハ賞。コンクール部門は３位までを発表。
第２回大会　コンクール部門の表彰が金・銀・銅のレベル審査となる。フェスティバル部門はフェスティバル大賞、主管支部理事長賞が各１団体、他の団体には実行委員長賞 を授与。他にヤマハ賞とバンドジャーナル賞が各１団体に授与される。	
第４回大会　北陸吹奏楽連盟か加わる。これにともない「北陸吹奏楽コンクール」が予選となり、中学校Ｂ部門から 2団体、高校Ｂ部門から２団体を「東日本学校吹奏楽大会」 コンクール部門に中・高各１団体、フェスティバル部門に中・高各１団体の合計４団体を推薦する。
第６回大会　北陸吹奏楽コンクール中学校Ｂ部門から「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門中学校の部への推薦団体数が２団体に増加
第７回大会　金沢で開催されることから、今大会に限り北陸吹奏楽コンクールから「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門への代表団体推薦数が２団体増加。（フェスティバ ル部門は従来通り）また、今大会、初めてコンクール部門小学校の部へ代表団体を推薦することになるが、代表団体は第９回「北陸小学校バンドフェスティバル」より推薦された。
第８回大会　北陸吹奏楽コンクールか東日本学校吹奏楽大会コンクール部門への代表団体推薦数が中学校の部３団体、高等学校の部２団体、小学校の部１団体。フェスティバ ル部門への推薦団体代表数が中学校の部１団体、高等学校の部１団体となる。
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小学校
西　　暦 回数 会　　　　場

小学校の部（コンクール部門）　 小学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座 射水市立新湊小学校 福山　暁雄 銅賞 ロス・ロイ（J. デ・ハーン）

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール 北陸支部からの参加団体無し

2009 年 （平成21年） 第９回 北海道コンサートホール kitara 北陸支部からの参加団体無し

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場 富山大学人間発達科学部附属小学校 齊藤　貴子 銅賞 Ａ . ハチャトゥリアン（仲田　守）

中学校
西　　暦 回数 会　　　　場

中学校の部（コンクール部門）　 中学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara 小松市立松陽中学校 銀賞 羽咋市率羽咋中学校 北海道理事長賞

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館 小松市立中海中学校 銀賞 羽咋市率羽咋中学校 実行委員長賞

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター
南砺市立福光中学校 山田　　誠 金賞 喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C. ツェラー／鈴木英史）

福井市立美山中学校 実行委員長賞
氷見市立西條中学校 扇谷　孝代 金賞 仮面幻想（大栗　裕）

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座

氷見市立十三中学校 山﨑　伸久 銅賞 ブルー・ホライズン（F. チェザリーニ）

白山市立美川中学校 実行委員長賞

氷見市立南部中学校 扇谷　孝代 金賞 ハンガリー狂詩曲第２番（F. リスト／石毛里佳）

南砺市立福光中学校 山田　　誠 金賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B. チャンス）

射水市立小杉南中学校 長谷川　香 金賞
コンサートバンドとジャズアンサンブルのための

ラプソディー（P. ウィリアムズ）

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール

射水市立小杉南中学校 長谷川　香 金賞 アフリカの儀式と歌、宗教的典礼（R.W. スミス）

射水市立奈古中学校 川端　由美 実行委員長賞
三つのジャポニスム　Ⅱ . 雪の川

Ⅰ . 鶴が舞う　Ⅲ . 祭り（真島俊夫）
高岡市立伏木中学校 木脇　　禎 銅賞 呪文と踊り（J.B. チャンス）

白山市立光野中学校 銅賞

2009 年 （平成21年） 第 9 回 北海道コンサートホール kitara

射水市立小杉南中学校 寺　みつる 銅賞 リバー・ダンス

高岡市立五位中学校 池田　宗介 実行委員長賞

スペイン組曲「アンダルシア」　より　Ⅳ・

ヒタネリアス，Ⅱ・アンダルシア，Ⅵ・マラゲー

ニャ

福井市社中学校 金賞

能美市立美川中学校 銅賞

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場

高岡市立南星中学校 山田　喜博 銅賞

武生第六中学校 実行委員長賞小松市立松陽中学校 銅賞

越前市南越中学校 銅賞

高等学校
西　暦 回数 会　　　　場

高等学校の部（コンクール部門）　 高等学校の部（フェスティバル部門）

学校名 指揮者 受賞 自由曲 学校名 指揮者 受賞 自由曲

2003 年 （平成15年） 第３回 新潟県新潟市民芸術文化会館

2004 年 （平成16年） 第４回 札幌コンサートホール Kitara 富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銀賞 カルミナブラーナより（C. オルフ／ J. クランス） 石川県立輪島高等学校 北海道理事長賞

2005 年 （平成17年） 第５回 千葉県文化会館 石川県立輪島高等学校 銀賞 石川県立輪島実業高等学校 東関東支部理事長賞

2006 年 （平成18年） 第６回 宮城県仙台市泉文化創造センター 富山県立氷見高等学校 福島久美子 金賞 大阪俗謡による幻想曲（大栗　裕） 福井県立武生商業高等学校 ヤマハ賞

2007 年 （平成19年） 第７回 石川県金沢歌劇座

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 祈りⅧ～すべてのものたちへ～（立原　勇）

富山県立氷見高等学校 福島久美子 実行委員長賞 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R. ギリングハム）石川県立輪島高等学校 銅賞

福井県立武生商業高等学校 銀賞

2008 年 （平成20年） 第８回 埼玉県所沢市文化ホール
富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 カルミナブラーナより（C. オルフ／ J. クランス）

北陸支部からの参加団体なし
石川県立輪島実業高等学校 銅賞

2009 年 （平成21年） 第 9 回 北海道コンサートホール kitara
富山県立氷見高等学校 福島久美子 銅賞 三つのジャポニズム　より　Ⅰ・鶴が舞う，Ⅲ・祭（真島　俊夫）

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 実行委員長賞 火の伝説（櫛田　月失之扶）
福井県立武生商業高等学校 銅賞

2010 年 （平成22年） 第 10 回 東京都府中の森芸術劇場
福井県立武生商業高等学校 金賞

石川県立輪島高等学校 実行委員長賞
福井工業大学附属福井高等学校 銀賞

大会概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
この大会は、中学・高校の 40名以下の小編成バンドのさらなる発展と、小学校バンドの健全なる育成を目指して始められた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
フェスティバル部門は、演奏表現プラス意図的な演出によって、所作や視覚（将来的には映像も加える）に訴えかける複合的な表現、または領域を越え融 合（郷土色含む）による楽しみや美しさを競う部門であり、コンクール部門との差異を明確に表出し、その方向性をもって発展する部門として設置されて
いる。北陸吹奏楽連盟は、第 4回大会より参加。「北陸吹奏楽コンクール」の、中学校・高校のＢ部門が本大会への予選となり、推薦団体を決定。富山県 学校吹奏楽連盟加盟団体が出場できる大会となった。
大会変遷	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
第１回大会　フェスティバル部門には全団体に優秀賞。他は優秀賞、BJ賞、ヤマハ賞。コンクール部門は３位までを発表。
第２回大会　コンクール部門の表彰が金・銀・銅のレベル審査となる。フェスティバル部門はフェスティバル大賞、主管支部理事長賞が各１団体、他の団体には実行委員長賞 を授与。他にヤマハ賞とバンドジャーナル賞が各１団体に授与される。	
第４回大会　北陸吹奏楽連盟か加わる。これにともない「北陸吹奏楽コンクール」が予選となり、中学校Ｂ部門から 2団体、高校Ｂ部門から２団体を「東日本学校吹奏楽大会」 コンクール部門に中・高各１団体、フェスティバル部門に中・高各１団体の合計４団体を推薦する。
第６回大会　北陸吹奏楽コンクール中学校Ｂ部門から「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門中学校の部への推薦団体数が２団体に増加
第７回大会　金沢で開催されることから、今大会に限り北陸吹奏楽コンクールから「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門への代表団体推薦数が２団体増加。（フェスティバ ル部門は従来通り）また、今大会、初めてコンクール部門小学校の部へ代表団体を推薦することになるが、代表団体は第９回「北陸小学校バンドフェスティバル」より推薦された。
第８回大会　北陸吹奏楽コンクールか東日本学校吹奏楽大会コンクール部門への代表団体推薦数が中学校の部３団体、高等学校の部２団体、小学校の部１団体。フェスティバ ル部門への推薦団体代表数が中学校の部１団体、高等学校の部１団体となる。
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第 23 回北陸マーチングコンテスト　2010 年（平成 22 年）９月 26 日（日）氷見市ふれあいスポーツセンター
南砺市立福野中学校　指揮：高瀬　駿
※南砺市立福野中学校は、北陸支部代表として第 23 回全日本マーチングコンテストに出場し、銅賞を受賞

第 23 回北陸マーチングコンテスト　2010 年（平成 22 年）９月 26 日（日）氷見市ふれあいスポーツセンター
富山県立高岡商業高等学校　指揮：関　航平
※富山県立高岡商業高等学校は、北陸支部代表として第 23 回全日本マーチングコンテストに出場し、銀賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ　
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第 23 回富山県マーチングコンテスト
第23回「 北陸マーチングコンテスト 」富山県予選
第23回「 全日本マーチングコンテスト 」富山県予選

　 　
2006年より開催を中止している。

第 23 回北陸マーチングコンテスト
第23回「 全日本マーチングコンテスト 」北陸支部予選
特記事項無し。代表数は前年度同様。

　 　
日時／ 2010年（平成22年）
	 ９月26日（日）13:30～
	 中学校コンテスト部門　高校以上コンテスト部門
場所／氷見市ふれあいスポーツセンター
主催／北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社
主管／富山県学校吹奏楽連盟
後援／富山県教育委員会、石川県、石川県教育委員会、
　　　福井県教育委員会、氷見市教育委員会

ff 審査員 ff

木下紘治郎（日本マーチングバンド・バトントワーリング協会　公認指導員）
神代　　修（東京藝術大学　トランペット奏者）
河野　玲子（東邦音楽大学　打楽器奏者）
林田　和之（尚美学園大学　サクソフォン奏者）
米田　正博（全日本吹奏楽連盟　理事）

中学校コンテスト部門　９月26日　　15：10～	
砺波市立庄西中学校 〔D.M.：森田　　茜〕 金賞

美中の美　「小組曲」よりⅠ「小舟にて」、Ⅳ「バレエ」
南砺市立福野中学校 〔D.M.：高瀬　　駿〕金賞･支部代表

汐風のマーチ　となみ野情緒より「夜高」

高校以上コンテスト部門　９月26日　15：31～	
ムジカグラート氷見 〔D.M.：番匠　理美〕 金賞

Kitty Hawk　Shenandoah　Candide
富山県立高岡商業高等学校 〔D.M.：関　　航平〕金賞･支部代表

GLOBAL VARIATIONS
富山県立富山商業高等学校 〔D.M.：能登玲衣奈〕 金賞

こきりこ行進曲　Shake A Tail Feather

招待演奏
富山大学人間発達科学部附属小学校　〔D.M.：齊藤　貴子〕

仮面舞踏会　ルパン３世のテーマ

全日本マーチングコンテスト
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全日本マーチングコンテストへの富山県からの出場団体（中学の部）

開　催　日
全日本 コンクールの部（第５回大会よりパレードコンテストの部） フェスティバルの部 北陸 備考

回数 場　所 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 回数 場所 コンクールの部
フェスティバル

の部

2002 年（平成 14 年） 11 月 24 日 第 15 回 幕張メッセ・イベントホール
氷見南部中学校

優秀
バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より

Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ（Ｏ . レスピーギ）
第 15 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

吉江中学校は３年連続出場のため休み

緑丘中学校（石川）銅賞（指揮 : 廣瀬ふみ子）

2003 年（平成 15 年） 11 月 23 日 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

福光中学校

銅賞

アメージング・グレース
（賛美歌／山里佐和子 編曲）
イギリス民謡による行進曲

（高橋宏樹）

庄西中学校

優秀
River Dance

（Ｂ . ウィーラン作曲／西方　彰 編曲）
第 16 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 宮岸由貴） （指揮 : 大浦謙一）

2004 年（平成 16 年） 11 月 21 日 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール

福光中学校

銀賞

ナイルの守り
（Ｋ . アルフォード）
The Merry Widow Selections

（F. レハール作曲／鈴木英史 編曲）

第 17 回
加賀市総合
スポーツセンター

緑丘中学校（石川）銅賞

（ＤＭ : 宮岸由貴）

2005 年（平成 17 年） 11 月 20 日 第 18 回 大阪城ホール

福光中学校

銀賞

サンライズマーチ
（佐藤俊介）
ケルト民謡による組曲

（ケルト民謡／建部知弘 編曲）

第 18 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

津幡南中学校（石川）銅賞

（ＤＭ : 小泉美麗）

2006 年（平成 18 年） 11 月 19 日 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
福野中学校

銀賞
バレエ音楽「白鳥の湖」より１，18，29

（P. チャイコフスキー）

奥田中学校
銀賞 ペルシス（J. ホゼイ） 第 19 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

福光中学校は３年連続出場のため休み
（ＤＭ : 川原尚人） （指揮 : 佐藤　真）

2007 年（平成 19 年） 11 月 18 日 第 20 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞
「オセロ」よりⅣ廷臣たちの入場（A. リード）
憧れの街（南　俊明）

パレードコンテストの部に統一

第 20 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
（ＤＭ : 高田　葵）

2008 年（平成 20 年） 11 月 23 日 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール

福野中学校
金賞

ブライアンの休日
交響詩「海」より　Ⅲ . 風と海との対話

第 21 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が 2 団体に戻る
（ＤＭ : 南　沙季）

福光中学校
銅賞

マーチ「晴天の風」
歓喜の歌〈ODE TO JOY〉（ＤＭ : 川合静華）

2009 年（平成 21 年） 11 月 29 日 第 22 回 大阪城ホール
庄西中学校

銅賞
コミカル★パレード
喜歌劇「こうもり」セレクション

第 22 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
福野中学校は３年連続出場のため休み（ＤＭ : 熊野夏美）

2010 年（平成 22 年） 11 月 21 日 第 23 回 大阪城ホール
福野中学校

銅賞
汐風のマーチ
となみ野情緒より「夜高」

第 23 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
（ＤＭ : 高瀬　駿）

開　催　日
全日本 コンクールの部（第５回大会よりパレードコンテストの部） フェスティバルの部 北陸 備考

回数 場　所 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 回数 場所 コンクールの部 フェスティバルの部

2002 年（平成 14 年） 11 月 24 日 第 15 回 幕張メッセ・イベントホール

高岡商業高校

銀賞

March Skip To TAKAOKA

（長沢明子 作曲／岩井直溥 編曲）

Backdraft

（Ｈ .Zimmer 作曲／明光院正人 編曲）

第 15 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 山下早也佳）

2003 年（平成 15 年） 11 月 23 日 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

高岡商業高校

銀賞

Moving Right Along（B.Holcome）

交響曲第９番ホ短調「新世界」より

（A. ドヴォルザーク）

Trooper Slalute（J.Bocook）

ムジカ・グラート氷見

GS 賞
ピータールー

（Ｍ . アーノルド作曲／近藤久敦 編曲）
第 16 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 今井愛美） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2004 年（平成 16 年） 11 月 21 日 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール
富山商業高校

銅賞
KOKIRIKO（富山県民謡／西方　彰 編曲）

OWARA（富山県民謡／西方　彰 編曲）

ムジカ・グラート氷見
銀賞

交響曲第８番

（M. アーノルド作曲／瀬尾宗利 編曲）
第 17 回

加賀市総合
スポーツセンター

（ＤＭ : 金尾祥平） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2005 年（平成 17 年） 11 月 20 日 第 18 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銅賞
CROWN IMPERIAL

（W. ウォルトン作曲／Ｗ . Ｊ .Dutoit 編曲）

ムジカ・グラート氷見
銀賞

アパラチアの春

（Ａ . コープランド作曲／Ｔ . ソルツマン、木許　隆 編曲）
第 18 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 関　佑太郎） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2006 年（平成 18 年） 11 月 19 日 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
富山商業高校

銀賞
AFRIKA:CEREMONY,SONG,AND,RITUAL

（Ｒ・W. スミス作曲／西方　彰 編曲）
ムジカ・グラート氷見は３年連続出場のため休み 第 19 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

福井県立敦賀高校（銅賞）
（ＤＭ : 大屋智香子）

2007 年（平成 19 年） 11 月 18 日 第 20 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞

フローレンティナー・マーチ（J. フチーク）

バレー音楽「シバの女王」ベルキスより

狂宴の踊り（O. レスピーギ）

パレードコンテストの部に統一

第 20 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる

（ＤＭ : 上野　幸恵）

2008 年（平成 20 年） 11 月 23 日 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール
高岡商業高校

銀賞
フローレンティナー・マーチ

交響曲第 5 番「革命」より終楽章
第 21 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 清原あゆみ）

2009 年（平成 21 年） 11 月 29 日 第 22 回 大阪城ホール
ムジカグラート氷見

銅賞
ON THE MALL SHENANDOAH 

Everybody's Everything
第 22 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 番匠　理美）

2010 年（平成 22 年） 11 月 21 日 第 23 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞 GLOBAL VARIATIONS 第 23 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 関　　航平）

全日本マーチングコンテストへの富山県からの出場団体（高校以上の部）

【近年の記録】
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開　催　日
全日本 コンクールの部（第５回大会よりパレードコンテストの部） フェスティバルの部 北陸 備考

回数 場　所 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 回数 場所 コンクールの部
フェスティバル

の部

2002 年（平成 14 年） 11 月 24 日 第 15 回 幕張メッセ・イベントホール
氷見南部中学校

優秀
バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より

Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ（Ｏ . レスピーギ）
第 15 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

吉江中学校は３年連続出場のため休み

緑丘中学校（石川）銅賞（指揮 : 廣瀬ふみ子）

2003 年（平成 15 年） 11 月 23 日 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

福光中学校

銅賞

アメージング・グレース
（賛美歌／山里佐和子 編曲）
イギリス民謡による行進曲

（高橋宏樹）

庄西中学校

優秀
River Dance

（Ｂ . ウィーラン作曲／西方　彰 編曲）
第 16 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 宮岸由貴） （指揮 : 大浦謙一）

2004 年（平成 16 年） 11 月 21 日 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール

福光中学校

銀賞

ナイルの守り
（Ｋ . アルフォード）
The Merry Widow Selections

（F. レハール作曲／鈴木英史 編曲）

第 17 回
加賀市総合
スポーツセンター

緑丘中学校（石川）銅賞

（ＤＭ : 宮岸由貴）

2005 年（平成 17 年） 11 月 20 日 第 18 回 大阪城ホール

福光中学校

銀賞

サンライズマーチ
（佐藤俊介）
ケルト民謡による組曲

（ケルト民謡／建部知弘 編曲）

第 18 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

津幡南中学校（石川）銅賞

（ＤＭ : 小泉美麗）

2006 年（平成 18 年） 11 月 19 日 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
福野中学校

銀賞
バレエ音楽「白鳥の湖」より１，18，29

（P. チャイコフスキー）

奥田中学校
銀賞 ペルシス（J. ホゼイ） 第 19 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

福光中学校は３年連続出場のため休み
（ＤＭ : 川原尚人） （指揮 : 佐藤　真）

2007 年（平成 19 年） 11 月 18 日 第 20 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞
「オセロ」よりⅣ廷臣たちの入場（A. リード）
憧れの街（南　俊明）

パレードコンテストの部に統一

第 20 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
（ＤＭ : 高田　葵）

2008 年（平成 20 年） 11 月 23 日 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール

福野中学校
金賞

ブライアンの休日
交響詩「海」より　Ⅲ . 風と海との対話

第 21 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が 2 団体に戻る
（ＤＭ : 南　沙季）

福光中学校
銅賞

マーチ「晴天の風」
歓喜の歌〈ODE TO JOY〉（ＤＭ : 川合静華）

2009 年（平成 21 年） 11 月 29 日 第 22 回 大阪城ホール
庄西中学校

銅賞
コミカル★パレード
喜歌劇「こうもり」セレクション

第 22 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
福野中学校は３年連続出場のため休み（ＤＭ : 熊野夏美）

2010 年（平成 22 年） 11 月 21 日 第 23 回 大阪城ホール
福野中学校

銅賞
汐風のマーチ
となみ野情緒より「夜高」

第 23 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる
（ＤＭ : 高瀬　駿）

開　催　日
全日本 コンクールの部（第５回大会よりパレードコンテストの部） フェスティバルの部 北陸 備考

回数 場　所 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 学校 賞 曲名 ( 作曲者／編曲者 ) 回数 場所 コンクールの部 フェスティバルの部

2002 年（平成 14 年） 11 月 24 日 第 15 回 幕張メッセ・イベントホール

高岡商業高校

銀賞

March Skip To TAKAOKA

（長沢明子 作曲／岩井直溥 編曲）

Backdraft

（Ｈ .Zimmer 作曲／明光院正人 編曲）

第 15 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 山下早也佳）

2003 年（平成 15 年） 11 月 23 日 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

高岡商業高校

銀賞

Moving Right Along（B.Holcome）

交響曲第９番ホ短調「新世界」より

（A. ドヴォルザーク）

Trooper Slalute（J.Bocook）

ムジカ・グラート氷見

GS 賞
ピータールー

（Ｍ . アーノルド作曲／近藤久敦 編曲）
第 16 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 今井愛美） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2004 年（平成 16 年） 11 月 21 日 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール
富山商業高校

銅賞
KOKIRIKO（富山県民謡／西方　彰 編曲）

OWARA（富山県民謡／西方　彰 編曲）

ムジカ・グラート氷見
銀賞

交響曲第８番

（M. アーノルド作曲／瀬尾宗利 編曲）
第 17 回

加賀市総合
スポーツセンター

（ＤＭ : 金尾祥平） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2005 年（平成 17 年） 11 月 20 日 第 18 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銅賞
CROWN IMPERIAL

（W. ウォルトン作曲／Ｗ . Ｊ .Dutoit 編曲）

ムジカ・グラート氷見
銀賞

アパラチアの春

（Ａ . コープランド作曲／Ｔ . ソルツマン、木許　隆 編曲）
第 18 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 関　佑太郎） （指揮 : 廣瀬ふみ子他）

2006 年（平成 18 年） 11 月 19 日 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
富山商業高校

銀賞
AFRIKA:CEREMONY,SONG,AND,RITUAL

（Ｒ・W. スミス作曲／西方　彰 編曲）
ムジカ・グラート氷見は３年連続出場のため休み 第 19 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

福井県立敦賀高校（銅賞）
（ＤＭ : 大屋智香子）

2007 年（平成 19 年） 11 月 18 日 第 20 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞

フローレンティナー・マーチ（J. フチーク）

バレー音楽「シバの女王」ベルキスより

狂宴の踊り（O. レスピーギ）

パレードコンテストの部に統一

第 20 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

北陸支部からの代表が１団体となる

（ＤＭ : 上野　幸恵）

2008 年（平成 20 年） 11 月 23 日 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール
高岡商業高校

銀賞
フローレンティナー・マーチ

交響曲第 5 番「革命」より終楽章
第 21 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 清原あゆみ）

2009 年（平成 21 年） 11 月 29 日 第 22 回 大阪城ホール
ムジカグラート氷見

銅賞
ON THE MALL SHENANDOAH 

Everybody's Everything
第 22 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 番匠　理美）

2010 年（平成 22 年） 11 月 21 日 第 23 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞 GLOBAL VARIATIONS 第 23 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 関　　航平）
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全日本アンサンブルコンテスト

中部日本管楽器個人・重奏コンテスト
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新川支部

  第32回 富山県アンサンブルコンテスト新川地区大会
（第45回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成23年１月15日（土）13：30 ～
   小学校の部・高等学校の部
　　　　　　　　　　 16日（日）　９：00 ～
   中学校の部・一般の部
場　所：新川文化ホール　大ホール
主　催：富山県学校吹奏楽連盟
主　管：富山県学校吹奏楽連盟新川支部
後　援：富山県教育委員会・新川文化ホール振興協議会
審査員：伊藤正太郎（東京フィルハーモニー交響楽団　クラリネット奏者）
　　　　大山　　智（東京スクールオブミュージック専門学校・小諸高校音楽科講師　ユーフォニアム奏者）
　　　　萩原　松美（シエナ・ウインド・オーケストラ　打楽器奏者）
　　　　酒井　　敦（東京芸術大学指揮科非常勤講師　指揮者）
　　　　吉田　淳一（石川県吹奏楽連盟副理事長・河北台中学校教諭　指導者）

＜小学校の部＞	 １月15日（土）13：30～
1 上市町立南加積小学校 打楽器五重奏 金賞代表

ウィリアム・テル序曲（Ｇ.ロッシーニ作曲／Ｍ.ホーリフ編曲）
2 滑川市立寺家小学校 金管五重奏 金賞代表

「キャプリオル組曲」より（Ｐ.ウォーロック作曲／廣瀬　大悟編曲）
3 滑川市立田中小学校 金管六重奏 金賞

森へ行きましょう（ポーランド民謡／山本　教生編曲）
4 滑川市立東部小学校 金管六重奏 銀賞

残酷な天使のテーゼ　ハンカー・クルー・サイト（佐藤　英敏作曲／佐藤　博昭編曲）
5 上市町立南加積小学校 金管八重奏 金賞

コキリコの唄　「トリオ・パー・ウノ」より（富山県民謡／下石坂　徹編曲）
6 魚津市立吉島小学校 金管八重奏 銀賞

ドレミの歌　カプリス（Ｒ.ロジャース作曲／浦田　健次郎編曲）
7 上市町立南加積小学校 金管八重奏 金賞

踊りあかそう　選ばれた場所（Ｆ.ロウ作曲／岩井　直溥編曲）
8 滑川市立寺家小学校 混成六重奏 金賞

あの日聞いた歌　ラファーガ（岡野　負一・滝廉　太郎・大中　寅三作曲／真島　俊夫編曲）
9 魚津市立吉島小学校 混成八重奏 銀賞

手のひらを太陽に　テレプシコーレ（いずみ　たく作曲／山下　国俊編曲）
10 滑川市立田中小学校 サックス四重奏 金賞

アンダンテ・カンタービレ（Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー作曲／山本　教生編曲）
11 魚津市立吉島小学校 クラリネット四重奏 銀賞

３つのルネサンス・マドリガル　「カプリオール組曲」より（D.マーラット編曲）
12 滑川市立田中小学校 クラリネット五重奏 金賞代表

フォスター・ラプソディー　３つのルネサンス・マドリガル（鈴木　英史作曲）

＜高等学校の部＞	 １月15日（土）14：32～
1 富山県立桜井高等学校 打楽器四重奏 金賞

「トロンボーン・ファミリー」より（西上　和子作曲／小川　佳津子編曲）
2 富山県立魚津工業高等学校 打楽器三重奏 銀賞

打楽器三重奏の愉しみ　ラグタイムダンス（福島　弘和作曲）
3 富山県立魚津高等学校 打楽器五重奏 金賞代表

大空に翔る蒼き翼を持つ者～ BLUE WING ～（山澤　洋之作曲）
4 富山県立雄山高等学校 打楽器三重奏 金賞

FIRST　STRAW（Mataro作曲）
5 富山県立滑川高等学校 打楽器七重奏 銀賞

カプリス（金田　真一作曲）
6 富山県立入善高等学校 打楽器五重奏 金賞

舞のある風景２００４#（杉山　義隆作曲）
7 富山県立上市高等学校 打楽器四重奏 銅賞

メトリック・リップス（Ｂ.フレック作曲／Ｄ.スタインクエスト編曲）
8 富山県立上市高等学校 金管五重奏 銀賞

五重奏曲　第１番（Ｖ.エワルド作曲／Ｄ.トーマス編曲）
9 新川高等学校 金管七重奏 銀賞

華円舞（福田　洋介作曲）

10 富山県立滑川高等学校 金管六重奏 銅賞
バッカスの行列（Ｌ.ドリーブ作曲／山本　教生編曲）

11 富山県立滑川高等学校 金管八重奏 銀賞
クラップス・ゴールド（石毛　里佳作曲）

12 富山県立魚津工業高等学校 金管四重奏 銅賞
「体操のための音楽」より（福島　弘和作曲）

13 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 銀賞
テレプシコーレⅠ（Ｍ.プレトリウス作曲／森田　一浩編曲）

14 富山県立泊高等学校 金管五重奏 銅賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

15 富山県立入善高等学校 金管八重奏 金賞代表
「ア・ラ・カルト」より（Ｇ.リチャーズ作曲）

16 富山県立桜井高等学校 金管六重奏 銀賞
タンゴ・ワルツ・ポルカ（Ｆ.タレガ作曲／山本　教生編曲）

17 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 金賞
「テレプシコーレ舞曲集」より（Ｍ.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

18 富山県立入善高等学校 バリ・テューバ四重奏 金賞
「ポップ・スイート」より（Ａ.フラッケンポール作曲）

19 富山県立雄山高等学校 金管五重奏 銅賞
コッツウォルズの風景（広瀬　勇人作曲）

20 富山県立魚津工業高等学校 金管三重奏 銅賞
旅立ちの日に（坂本　浩美作曲／山下　国俊編曲）

21 富山県立桜井高等学校 金管八重奏 銅賞
シアター・ミュージック・パートⅠ（坂井　貴祐作曲）

22 富山県立雄山高等学校 金管八重奏 銀賞
パヴァーヌとダンス（高橋　宏樹作曲）

23 富山県立魚津高等学校 木管四重奏 銀賞
「ソナタへ長調」より（Ｊ.Ｆ.ファッシュ作曲）

24 富山県立泊高等学校 木管三重奏 銅賞
「４４の小品」より（Ｂ.バルトーク作曲／山本　教生編曲）

25 富山県立入善高等学校 木管七重奏 金賞代表
「テレプシコーレ舞曲集」より（Ｍ.プレトリウス作曲／樽屋　雅徳編曲）

26 富山県立魚津工業高等学校 混成四重奏 銅賞
アンダンテ・カンタービレ（Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー作曲／山本　教生編曲）

27 富山県立魚津高等学校 混成七重奏 銀賞
「テレプシコーレ舞曲集」より（Ｍ.プレトリウス作曲／樽屋　雅徳編曲）

28 富山県立上市高等学校 フルート四重奏 銀賞
「アルカディ」より（Ｍ.ベルトミュー作曲）

29 富山県立魚津高等学校 クラリネット三重奏 金賞
「テルツェット」より（Ｍ.ポート作曲）

30 富山県立入善高等学校 クラリネット六重奏 金賞
序奏とロンド（Ｇ.ジェイコブ作曲）

31 富山県立滑川高等学校 クラリネット四重奏 銀賞
ダンゴ物語（Ａ.ピアソラ作曲）

32 富山県立雄山高等学校 フルート四重奏 銀賞
コロラトゥーラ（八木澤　教司作曲）

33 富山県立魚津高等学校 サックス四重奏 金賞
トルヴェールの「惑星」より（長生　淳作曲）

34 富山県立滑川高等学校 サックス四重奏 銀賞
「ティータイムの画集」より（三浦　真理作曲）

35 富山県立上市高等学校 クラリネット四重奏 銀賞
スカボロー・フェア（イギリス民謡／福島　弘和編曲）

36 富山県立魚津高等学校 フルート三重奏 金賞
小組曲第２番　春の歌（Ａ.アルビージ作曲）

37 富山県立魚津工業高等学校 サックス三重奏 銅賞
トリオＮｏ. １　Ｄ. ４７１（Ｆ.シューベルト作曲／Ｌ.パトリック編曲）

38 富山県立桜井高等学校 クラリネット五重奏 金賞
小さな田園組曲（Ｄ.ドンディーヌ作曲）

39 新川高等学校 サックス三重奏 金賞
のっぴきならない虹へ（福島　弘和作曲）

40 富山県立魚津高等学校 クラリネット四重奏 金賞代表
「オーディションのための６つの小品」より（Ｊ.Ｍ.デュファイ作曲）

41 富山県立桜井高等学校 サックス四重奏 金賞
「ギリシャ組曲」より（Ｐ.イトゥラルデ作曲）

42 富山県立滑川高等学校 フルート四重奏 銀賞
フィオリトゥーラ（八木澤　教司作曲）

43 富山県立雄山高等学校 サックス三重奏 銅賞
「あやつり人形」第１巻より（Ｂ.マルティヌー作曲／山本　教生編曲）

44 富山県立入善高等学校 フルート三重奏 金賞
フルートのための三重奏曲　作品５１№１（Ｂ.Ｔ.ベルビギエ作曲）
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45 富山県立桜井高等学校 フルート三重奏 金賞
トリプルあいす（八木澤　教司作曲）

46 富山県立上市高等学校 サックス三重奏 銅賞
「スペイン舞曲集」より（Ｅ.クラナドス作曲／山本　教生編曲）

47 富山県立入善高等学校 サックス四重奏 金賞代表
グラーヴェとプレスト（Ｊ.リヴィエ作曲）

＜中学校の部＞	 １月16日（日）９：30～
1 黒部市立桜井中学校 打楽器四重奏 銀賞

エオリアン・カルテット（金田　真一作曲）
2 朝日町立朝日中学校 打楽器四重奏 金賞

「ノームの森の物語」より（高橋　宏樹作曲）
3 上市町立上市中学校 打楽器六重奏 銀賞

ハンカー・クルー・サイト（浜田　均作曲）
4 入善町立入善中学校 打楽器四重奏 金賞代表

マリンバ・スピリチュアル（三木稔作曲）
5 黒部市立鷹施中学校 打楽器三重奏 銀賞

「トリオ・パー・ウノ」より（Ｎ.Ｊ.ジブコヴィッチ作曲）
6 滑川市立早月中学校 打楽器五重奏 銀賞

第２組曲（金田　真一作曲）
7 魚津市立西部中学校 打楽器三重奏 金賞

「トリオ・パー・ウノ」より（N.J.ジブコヴィッチ作曲）
8 滑川市立滑川中学校 打楽器六重奏 金賞代表

じょんがら（藤掛　廣幸作曲）
9 入善町立入善西中学校 打楽器三重奏 金賞

ラプソディーⅢ　－凛－（福田　洋介作曲）
10 魚津市立東部中学校 打楽器六重奏 銀賞

カプリス（金田　真一作曲）
11 立山町立雄山中学校 打楽器六重奏 金賞

イントロダクション・アンド・ダンス №１（櫛田　月失之扶作曲）
12 黒部市立桜井中学校 金管八重奏 銀賞

選ばれた場所（福島　弘和作曲）
13 朝日町立朝日中学校 金管六重奏 銀賞

テレプシコーレ（Ｍ.プレトリウス作曲／Ｐ.リーヴ編曲）
14 入善町立入善中学校 金管五重奏 銀賞

モールスクランブル（石川　亮太作曲）
15 立山町立雄山中学校 金管八重奏 銀賞

ラファーガ（河合　和貴作曲）
16 入善町立入善西中学校 金管四重奏 銀賞

サーカス小屋のある風景（福島　弘和作曲）
17 上市町立上市中学校 金管六重奏 銅賞

テレプシコーレ（Ｍ.プレトリウス作曲／Ｐ.リーヴ編曲）
18 朝日町立朝日中学校 金管五重奏 銅賞

天地創造（Ｆ.ハイドン作曲／ミラー編曲）
19 滑川市立早月中学校 金管七重奏 銀賞

イントラーダ（八木澤　教司作曲）
20 黒部市立高志野中学校 金管四重奏 銅賞

イエスが十字架にかけられし時（Ｓ.シャルト作曲／Ｒ.キング編曲）
21 上市町立上市中学校 金管六重奏 銀賞

テレプシコーレ（Ｍ.プレトリウス作曲／Ｐ.リーヴ編曲）
22 魚津市立西部中学校 金管六重奏 銀賞

「金管六重奏のための組曲」より（Ｌ.オストランスキー作曲）
23 滑川市立滑川中学校 トロンボーン四重奏 金賞

「トロンボーン・ファミリー」より（Ｈ.フィルモア作曲／小田桐　寛之編曲）
24 黒部市立桜井中学校 金管七重奏 銅賞

「キンダー・アルバム」より（Ｌ.ケーラー作曲／山本　教生編曲）
25 滑川市立滑川中学校 バリ・テューバ四重奏 金賞

アマゾネス（八木澤　教司作曲）
26 入善町立入善西中学校 金管五重奏 銀賞

ラグタイムダンス（Ｓ.ジョップリン作曲／Ｄ.マーラット編曲
27 滑川市立滑川中学校 金管六重奏 銀賞

「幻想小曲集」第４巻より（Ａ.Ｂ.グロンダール作曲／山本　教生編曲）
28 立山町立雄山中学校 金管七重奏 銅賞

「幻想小曲集」第４巻より　（Ａ.Ｂ.グロンダール作曲／山本　教生編曲）
29 魚津市立東部中学校 金管八重奏 銅賞

ガーシュウィン・エアー（Ｇ.ガーシュウィン作曲／山本　教生編曲）
30 入善町立入善中学校 金管四重奏 銅賞

３つの舞曲（Ｔ.スザート作曲／広瀬　大悟編曲）
31 滑川市立滑川中学校 金管四重奏 銀賞

「２７のハンガリー民謡」より（Ｂ.バルトーク作曲／山本　教生編曲）

32 魚津市立東部中学校 金管八重奏 金賞
華円舞（福田　洋介作曲）

33 滑川市立早月中学校 金管五重奏 銅賞
「カプリオール組曲」より（Ｐ.ウォーロック作曲／山本　教生編曲）

34 上市町立上市中学校 金管六重奏 銀賞
テレプシコーレ（Ｍ.プレトリウス作曲／Ｐ.リーヴ編曲）

35 魚津市立西部中学校 金管八重奏 銅賞
サウンド・オブ・ミュージックメドレーⅠ
（Ｒ.ロジャース・Ｏ.ハマースタイル２世作曲／大久保　圭子編曲）

36 黒部市立高志野中学校 混成六重奏 銀賞
流れ行く青い雲（福島弘和作曲）

37 黒部市立宇奈月中学校 混成七重奏 銅賞
「ピーターと狼」より（Ｓ.プロコフィエフ作曲／山本　教生編曲）

38 入善町立入善西中学校 混成三重奏 金賞
春になって（神長一康作曲）

39 魚津市立東部中学校 混成四重奏 銅賞
３つのルネサンス・マドリガル（Ｏ.ギボンズ・Ｏ.ディラッソ・Ｔ.モーリー作曲／Ｄ.マーラット編曲）

40 黒部市立鷹施中学校 混成七重奏 銅賞
「私の子供たちのためのアルバム」より（Ｇ.ピエルネ作曲／山本　教生編曲）

41 立山町立雄山中学校 混成四重奏 銀賞
闘牛士の歌（Ｇ.ビゼー作曲／Ｌ.ボッチ編曲）

42 上市町立上市中学校 コントラバス二重奏 銅賞
エンターテイナー（Ｓ.ジョプリン作曲／Ｈ.シンシ編曲）

43 滑川市立早月中学校 木管五重奏 銅賞
森のくまさん（アメリカ民謡／福島　弘和編曲）

44 入善町立入善中学校 木管八重奏 金賞
民謡を主題とするスコットランド風行進曲（Ｃ.ドビュッシー作曲）

45 上市町立上市中学校 クラリネット七重奏 銀賞
いつか王子様が（Ｆ.チャーチル作曲／鎧熊　つよし編曲）

46 朝日町立朝日中学校 フルート三重奏 銀賞
「４つの小品」より（Ｍ.ベルトミュー作曲）

47 立山町立雄山中学校 フルート四重奏 金賞代表
「夏山の一日」より（Ｅ.ボザ作曲）

48 黒部市立桜井中学校 クラリネット四重奏 銀賞
「８つの小品」より（Ｒ.グリエール作曲／山本　教生編曲）

49 滑川市立早月中学校 フルート三重奏 銀賞
「想い出は銀の笛」より（三浦　真理作曲）

50 黒部市立桜井中学校 サックス四重奏 金賞
ペンタグラム（坂井　貴祐作曲）

51 上市町立上市中学校 サックス六重奏 銀賞
ピザ・パーティー（Ｈ.Ｌ.ワルターズ作曲）

52 立山町立雄山中学校 サックス五重奏 金賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

53 立山町立雄山中学校 クラリネット五重奏 銀賞
２つのハンガリー民謡（Ｂ.バルトーク作曲／山本　教生編曲）

54 魚津市立西部中学校 フルート三重奏 銀賞
トリプルあいす（八木澤　教司作曲）

55 滑川市立滑川中学校 クラリネット七重奏 金賞
「ルーマニア民族舞曲」より（Ｂ.バルトーク作曲／森田　一浩編曲）

56 黒部市立桜井中学校 サックス二重奏 銀賞
「２４の２重奏曲」op．１８６より（Ｃ.ケックラン作曲）

57 上市町立上市中学校 フルート四重奏 銀賞
メヌエット（Ｊ.Ｓ.バッハ作曲／豊田　みちこ編曲）

58 黒部市立桜井中学校 フルート三重奏 銅賞
パストラールとポルカ（Ａ.グラズノフ作曲／山本　教生編曲）

59 魚津市立東部中学校 サックス五重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

60 入善町立入善西中学校 サックス三重奏 銀賞
「スペイン舞曲」より（Ｅ.グラナドス作曲／山本　教生編曲）

61 滑川市立滑川中学校 フルート四重奏 金賞代表
「想い出は銀の笛」より（三浦　真理作曲）

62 立山町立雄山中学校 クラリネット四重奏 金賞
クラリネット・ラプソディ（Ｄ.ベネット作曲）

63 上市町立上市中学校 フルート三重奏 銀賞
葦笛の踊り（Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー作曲／Ｒ.グーンター編曲）

64 朝日町立朝日中学校 クラリネット六重奏 金賞
「ルーマニア民族舞曲」より（B.バルトーク作曲／Ａ.ウィルナー編曲）

65 滑川市立早月中学校 クラリネット五重奏 銀賞
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より（Ｗ.Ａ.モーツァルト作曲／森田　一浩編曲）

66 入善町立入善西中学校 クラリネット五重奏 金賞代表
ダンス（大島　ミチル作曲）
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67 魚津市立西部中学校 サックス四重奏 金賞
サクソフォン・シンフォネッタ（Ｄ.ベネット作曲）

68 朝日町立朝日中学校 サックス四重奏 金賞代表
万葉（櫛田　月失之扶作曲）

69 魚津市立東部中学校 フルート三重奏 銀賞
「想い出は銀の笛」より（三浦　真理作曲）

70 滑川市立滑川中学校 サックス四重奏 金賞
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

71 魚津市立西部中学校 クラリネット五重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

72 黒部市立鷹施中学校 サックス三重奏 銅賞
お菓子の踊りと言われる黒人の踊り（Ｃ.ドビュッシー作曲／Ｗ.シュミット編曲）

73 魚津市立東部中学校 クラリネット五重奏 金賞
スピリット・ロードⅡ（鈴木　英史作曲）

＜一般の部＞	 １月16日（日）17：32～
1 北アルプス吹奏楽団 トロンボーン四重奏 金賞

ポップ・スイート №３（Ａ.フラッケンポール作曲）
2 ら・こんせ～る・のくちゅ～る ホルン四重奏 銀賞

セレナーデ「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第１楽章
（Ｗ.Ａ.モーツアルト作曲／金山　徹編曲）

3 北アルプス吹奏楽団 金管八重奏 金賞
村人の歌による狂詩曲（石川　亮太作曲）

4 ら・こんせ～る・のくちゅ～る トロンボーン三重奏 銀賞
ＴＷＯ　ＳＯＮＡＴＡＳ（Ｄ.スピア作曲）

5 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 金賞代表
金管五重奏のための組曲（坂井　貴祐作曲）

6 ら・こんせ～る・のくちゅ～る バリ・テューバ五重奏 銀賞
ザ・タイムズ（高橋　宏樹作曲）

7 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 金賞
「３人の対話」より（Ｐ.ポーボン作曲／Ｊ.ランスロ編曲）

8 ら・こんせ～る・のくちゅ～る フルート四重奏 金賞代表
風の戯れ（八木澤　教司作曲）

9 ら・こんせ～る・のくちゅ～る クラリネット五重奏 銀賞
大きな古時計変奏曲（白川　毅夫作曲）

10 ら・こんせ～る・のくちゅ～る サックス四重奏 金賞代表
「ベルガマスク組曲」より（Ｃ.ドビュッシー作曲／中村　均一編曲）

富山支部

  第32回 富山県アンサンブルコンテスト富山地区大会
（第45回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成23年１月15日（土）・16日（日）
大会第１日　平成23年１月15日（土）

中学校の部　　　　９：３０
大学の部　　　　１８：２５
成績発表　　　　１９：１０

大会第２日　平成23年１月16日（日）
小学校の部　　　　９：３０
成績発表　　　　　９：４０
高等学校の部　　１０：４０
職場・一般の部　１５：２１
成績発表　　　　１７：１０

場　所：富山市婦中ふれあい館
主　催：富山県学校吹奏楽連盟富山支部
後　援：富山市、富山県学校吹奏楽連盟
審査員：大城　正司（サクソフォン奏者　東京芸術大学・洗足学園音楽大学講師）
　　　　河野　玲子（打楽器奏者　東邦音楽大学講師）
　　　　杉木淳一朗（トランペット奏者　新日本フィルハーモニー交響楽団）
　　　　森田　利明（ヤマハ吹奏楽団名誉指揮者）
　　　　渡辺　　功（テューバ奏者　東京交響楽団）

〈中学校の部〉１月１５日（土）９：３０～	
1 富山市立大沢野中学校 打楽器４重奏 銀賞

スピリチュアル（八木澤　教司作曲）
2 富山市立月岡中学校 金管打楽器７重奏 銅賞

Dansryeより（T.Susato作曲／廣瀬　一彦編曲）
3 富山市立大沢野中学校 金管打楽器８重奏 銀賞

スペイン嬉遊曲（坂井　貴祐作曲）
4 富山市立城山中学校 打楽器６重奏 金賞

祝典とコラール（ポンテ作曲）
5 富山市立東部中学校 木管６重奏 銀賞

JOSHUA FIT THE BATTLE O'JERICO（黒人霊歌作曲／山本　教生編曲）
6 富山市立呉羽中学校 Cl ３重奏 金賞

ウェントス（石毛　里佳作曲）
7 富山市立西部中学校 Sax ４重奏 銀賞

田園組曲よりⅢ「伝説」Ⅳ「ワルツ」（L.マデトヤ作曲／山本　教生編曲）
8 富山市立呉羽中学校 Sax ４重奏 金賞

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（フランツ・レハール作曲／鈴木　英史編曲）
9 富山市立速星中学校 Cl ８重奏 銀賞

リクディム（J.V.der.ロースト作曲）
10 富山市立山室中学校 打楽器５重奏 金賞代表

ゲインズボロー（Ｔ.ゴーガー作曲）
11 富山市立芝園中学校 Cl ４重奏 金賞代表

クラリネット　ラブソディ（D.ベネット作曲）
12 富山市立山室中学校 Fl ４重奏 銀賞

グランド・カルテットよりⅡ.スケルツォ（Ｆ.クーラウ作曲）
13 富山市立城山中学校 Sax ４重奏 金賞

アレグロ　ドゥ　コンセール（Ｊ.Ｂ.サンジュレ作曲）
14 富山市立山田中学校 Sax ３重奏 銀賞

ヘイル　ホーリー　クィーン（Traditional 映画「天使にラブソングを」より）
（淡野　保昌作曲／鳩野　信二編曲）

15 富山市立東部中学校 金管６重奏 銅賞
マーチ　フロム　ジオ　ペラ「フィデリオ」（ベートーベン作曲／ホルムス編曲）

16 富山市立岩瀬中学校 金管５重奏 銅賞
クリスマス・ソングス（山本　教生作曲）

17 富山市立八尾中学校 Fl ２重奏 銀賞
６つの旋律的２重奏曲より第４番（ガリボルディ作曲）

18 富山市立堀川中学校 金管８重奏 金賞
選ばれた場所（福島　弘和作曲）

19 富山市立北部中学校 金管８重奏 銅賞
金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」（高橋　宏樹作曲）
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20 富山市立岩瀬中学校 打楽器４重奏 銀賞
宝島への地図（高橋　宏樹作曲）

21 片山学園中学校 Cl ４重奏 金賞
SCHERZETTO・PAVANE・GOPAK（Gordon Jacob作曲）

22 富山市立新庄中学校 金管５重奏 銀賞
カプリオール組曲より１・６（ウォーロック作曲／山本　教生編曲）

23 富山市立八尾中学校 Cl ４重奏 金賞
スカボロー・フェア（イングランド民謡作曲／福島　弘和編曲）

24 富山市立速星中学校 打楽器４重奏 金賞代表
日本の四季（中澤　道子作曲）

25 富山市立大沢野中学校 Cl ５重奏 金賞
フォスターラプソディー（鈴木　英史作曲）

26 片山学園中学校 Sax ３重奏 銀賞
のっぴきならない虹へ（福島　弘和作曲）

27 富山市立城山中学校 Cl ６重奏 銀賞
ルーマニア民族舞曲（バルトーク作曲／井沢　広行編曲）

28 富山市立城山中学校 金管７重奏 銀賞
スザート組曲よりⅠ、Ⅵ（スザート作曲／アイブソン編曲）

29 富山市立上滝中学校 木管４重奏 銀賞
グラン・ホタ（タレガ作曲／山本　教生編曲）

30 富山市立月岡中学校 木管７重奏 銀賞
ルーマニア民俗舞曲よりⅠⅡⅢⅤⅥ（バルトーク・ベーラ作曲／廣瀬　一彦編曲）

31 富山市立速星中学校 Fl ４重奏 銀賞
四重奏曲（A.チェレプニン作曲）

32 富山市立芝園中学校 打楽器４重奏 金賞代表
マリンバスピリチュアル（三木　稔作曲）

33 富山市立岩瀬中学校 木管８重奏 銀賞
ガーシュウィン・エア（ガーシュウィン作曲／山本　教生編曲）

34 富山市立上滝中学校 金管８重奏 銅賞
アヴェ　マリア～亡き母の思い出に（ホルスト作曲／山本　教生編曲）

35 富山市立八尾中学校 Sax ４重奏 銀賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（フランツ・レハール作曲／鈴木　英史編曲）

36 片山学園中学校 打楽器３重奏 金賞
トリオパーウノ　第一楽章（ジブコビッチ作曲）

37 富山市立山室中学校 木管５重奏 銀賞
木管五重奏のためのディヴェルティメントよりⅠ Ⅳ
（Ｊ.ハイドン作曲／Ｈ.ペリー編曲）

38 富山市立速星中学校 Sax ６重奏 銀賞
ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク作曲／黒川　圭一編曲）

39 富山市立上滝中学校 Sax ４重奏 銀賞
ザ・ピンク・パンサー（ヘンリー・マンシーニ作曲／アーサー・フランケンポール編曲）

40 富山市立芝園中学校 Fl ４重奏 金賞
フルート四重奏のための想い出は銀の笛（三浦　真理作曲）

41 富山市立芝園中学校 金管８重奏 金賞代表
ブラス　オクテット（飯島　俊成作曲）

42 富山市立和合中学校 Fl ３重奏 銀賞
フルート３重奏のための「想い出は銀の笛」（三浦　真理作曲）

43 富山市立北部中学校 木管８重奏 銀賞
６つの小さなプレリュードⅠ～Ⅲ（Ｊ.Ｓ.バッハ作曲／山本　教生編曲）

44 富山市立堀川中学校 Sax ４重奏 金賞
サキソフォーンのための四重奏曲（Ｆ.Ｍ.ジャンジャン作曲）

45 富山市立西部中学校 Cl ３重奏 銀賞
ウェントス（石毛　里佳作曲）

46 富山市立大沢野中学校 Sax ４重奏 金賞代表
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

47 富山市立北部中学校 打楽器３重奏 銀賞
アマンド・ショコラ（高橋　宏樹作曲）

48 富山市立三成中学校 木管３重奏 銅賞
羊は安らかに草をはみ（Ｊ.Ｓ.バッハ作曲／豊田　倫子編曲）

49 富山市立岩瀬中学校 金管４重奏 銅賞
体操のための音楽（福島　弘和作曲）

50 富山市立西部中学校 Fl ３重奏 銀賞
月明かりを照らす３つの風景（高橋　宏樹作曲）

51 富山市立速星中学校 金管８重奏 銀賞
スザート組曲（T.スザート作曲／ J.アイブソン編曲）

52 富山市立呉羽中学校 金管８重奏 金賞代表
クロス・セクション・ビュー（三浦　秀秋作曲）

53 富山市立山室中学校 金管８重奏 銀賞
狂詩曲「スペイン」（Ａ.Ｅ.シャブリエ作曲／高山　直也編曲）

54 富山市立新庄中学校 Fl ３重奏 金賞
トリプルあいす（八木澤　教司作曲）

55 富山市立新庄中学校 Sax ３重奏 銅賞
アミューズメント・パーク組曲（高橋　宏樹作曲）

56 富山市立堀川中学校 打楽器４重奏 銀賞
エオリアン・カルテット（金田　真一作曲）

57 富山市立大沢野中学校 木管３重奏 銀賞
落ち葉の舞う季節（渡部　哲哉作曲）

58 富山市立呉羽中学校 Cl ４重奏 銀賞
アリラン　ファンタジー（朴　守賢作曲）

59 片山学園中学校 Fl ３重奏 銀賞
木漏れ日の散歩道（神長　一康作曲）

60 富山市立西部中学校 金管８重奏 銀賞
スザート組曲よりⅠ、Ⅳ、Ⅵ（T.スザート作曲／ J.イヴソン編曲）

61 富山市立山室中学校 Sax ４重奏 金賞
アレグロ・ドゥ・コンセール（Ｊ.Ｂ.サンジュレー作曲／Ｅ.Ａ.ルフェーブル編曲

62 片山学園中学校 金管５重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

63 富山市立新庄中学校 Cl ３重奏 銀賞
２つのシンコペイテッド・ダンス（Terence J. Thompson作曲）

64 富山市立呉羽中学校 打楽器６重奏 金賞代表
マリンバとティンパニと４人の打楽器奏者のための協奏曲（吉岡　孝悦作曲）

65 富山市立八尾中学校 金管５重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

66 富山市立上滝中学校 打楽器３重奏 銀賞
ラプソディⅢ（福田　洋介作曲）

67 富山市立和合中学校 Sax ４重奏 銀賞
南アメリカ組曲（Ｌ.フロレンツォ作曲）

68 富山市立和合中学校 Cl ４重奏 銅賞
クラリネット４重奏のための「クローバー・ファンタジー」（三浦　真理作曲）

69 富山市立三成中学校 金管３重奏 銅賞
ソナチネ　第１番　ハ長調　第４楽章（モーツァルト作曲）

70 富山市立西部中学校 打楽器３重奏 銀賞
パルス（山本　教生作曲）

71 富山市立堀川中学校 Fl ４重奏 金賞
コロラトゥーラ（八木澤　教司作曲）

72 富山市立和合中学校 金管８重奏 銀賞
金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」（高橋　宏樹作曲）

73 富山市立城山中学校 Fl ４重奏 金賞
四重奏曲（デュボア作曲）

74 富山市立芝園中学校 Sax ５重奏 金賞
セカンド　バトル（天野　正道作曲）

75 富山市立堀川中学校 木管３重奏 金賞
ディベルティメントNr.4（Ｗ.Ａ.モーツァルト作曲）

76 富山市立和合中学校 打楽器５重奏 銀賞
エオリアン・クインテット（金田　真一作曲）

〈大学の部〉１月１５日（土）１８：２５～	
1 富山大学吹奏楽団 Cl ５重奏 金賞代表

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）
2 富山大学吹奏楽団 金管５重奏 金賞代表

序奏とアレグロ（酒井　格作曲）
3 富山大学吹奏楽団 打楽器７重奏 金賞代表

CONVERSATION（真島　俊夫作曲）

〈小学校の部〉１月１６日（日）９：３０～	
1 富山市立山室小学校 金管６重奏 金賞

こきりこ（富山県民謡作曲／山本　教生編曲）
2 富山市立山室小学校 木管８重奏 金賞

歌劇「五月の夜」よりレフコの歌　若者たちの歌と踊り
（リムスキ－コルサコフ作曲／山本　教生編曲）

〈高等学校の部〉１月１６日（日）９：４０～	
1 富山県立富山東高等学校 Fl ５重奏 銀賞

5本のフルートのための6つの協奏曲第3番（J.B.ボワモルティエ作曲）
2 富山県立富山中部高等学校 Cl ４重奏 金賞

Sevilla（Issac Albeniz作曲／ Harold Karabell編曲）
3 富山第一高等学校 Cl ４重奏 金賞

クローバー・ファンタジー（三浦　真理作曲）
4 富山県立水橋高等学校 Hr ３重奏 銀賞

３本のホルンのための組曲（D.ウーバー作曲）
5 富山県立富山高等学校 Cl ８重奏 金賞

コラールと舞曲（Vaclav Nelhybel作曲）
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6 富山県立富山中部高等学校 金管８重奏 銀賞
パヴァーヌとダンス（高橋　宏樹作曲）

7 富山県立富山高等学校 Fl ４重奏 金賞
Grand QuartetよりⅠ，Ⅳ（Ｆ. Kuhlau作曲）

8 富山県立水橋高等学校 金管６重奏 銀賞
金管６重奏のためのラプソディ（福田　昌範作曲）

9 富山県立富山南高等学校 Fl ４重奏 金賞
Adagio and Scherzo（Adolphe F Wouters作曲）

10 富山県立八尾高等学校 金管８重奏 銀賞
無限に輝く空（清水　大輔作曲）

11 富山県立水橋高等学校 Cl ４重奏 銀賞
四重奏曲（デュボア作曲）

12 富山県立富山西高等学校 金管６重奏 銅賞
FOUR DANCES FROM TERPSICHORE
（MICHAEL PRAETORIUS作曲／ PETER REEVE編曲）

13 富山県立富山商業高等学校 管楽６重奏 金賞
３つの小品（飯島　俊成作曲）

14 富山県立富山高等学校 打楽器５重奏 金賞
マリンバと4人の打楽器奏者のための「3つの舞曲」より第2舞曲，第3舞曲
（吉岡　孝悦作曲）

15 富山県立水橋高等学校 Fl ２重奏 銀賞
エンドレス・メドレー（P.チャーチル作曲／七瀬　あゆこ編曲）

16 富山県立中央農業高等学校 管楽５重奏 銀賞
モーツァルトドンジョヴァンニより「お手をどうぞ」の主題に
よる変奏曲（L.v.ベートーヴェン作曲／森田　里香編曲）

17 富山県立富山南高等学校 打楽器６重奏 金賞
CELEBRATION AND CHORALE（NEIL DE PONTE作曲）

18 富山県立富山東高等学校 金管８重奏 銀賞
華円舞（福田　洋介作曲）

19 富山県立富山南高等学校 Sax ４重奏 銀賞
Saxophone Symphonette（David Bennett作曲）

20 富山県立八尾高等学校 打楽器４重奏 銀賞
花回廊/風龍（山澤　洋之作曲）

21 富山国際大学付属高等学校 金管４重奏 銀賞
４声のカンツォン
（Ｇ.ガブリエリ作曲／フィリップジョーンズ・エルガーハワース編曲）

22 富山県立中央農業高等学校 管楽６重奏 銀賞
３つの小品（飯島　俊成作曲）

23 富山県立富山中部高等学校 打楽器６重奏 金賞
打楽器六重奏のためのバリ島からの幻想曲’８４（伊藤　康英作曲）

24 富山県立富山東高等学校 金管８重奏 銅賞
狂詩曲「スペイン」（A.E.シャブリエ作曲／高山　直也編曲）

25 富山県立富山工業高等学校 打楽器５重奏 銀賞
オレカマ（仙波　清彦作曲）

26 富山県立富山工業高等学校 Cl ５重奏 銀賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション

27 富山県立八尾高等学校 Sax ３重奏 銀賞
Passion

28 富山県立富山商業高等学校 金管８重奏 金賞代表
黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）

29 富山県立富山中部高等学校 Sax ４重奏 金賞
四重奏曲（アルフレッド　デザンクロ作曲）

30 富山県立富山東高等学校 木管３重奏 銀賞
ディヴェルティメント第3番（W.A.モーツァルト作曲／ D.グレイザー編曲）

31 富山県立富山商業高等学校 Sax ４重奏 金賞代表
もあしび（長生　淳作曲）

32 富山県立富山高等学校 Sax ８重奏 金賞代表
リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲よりⅠ，Ⅳ
（O. レスピーギ作曲／圓田　勇一編曲）

33 富山県立八尾高等学校 Fl ３重奏 銀賞
アレグロ・コンチェルタンテ（モーツァルト作曲／グウェンサー編曲）

34 富山県立富山工業高等学校 Sax ５重奏 銀賞
セカンド・バトル（天野　正道作曲）

35 富山県立富山南高等学校 Cl ４重奏 金賞
3 latin dances Dances no.1（天野　正道作曲）

36 富山県立八尾高等学校 Cl ４重奏 銀賞
革命家

37 富山県立富山中部高等学校 木管５重奏 金賞
“The Merry Widow” Selections（FranzLehar作曲／鈴木　英史編曲）

38 富山県立水橋高等学校 Cl ３重奏 銀賞
組曲（A.クック作曲）

39 富山県立富山高等学校 金管８重奏 銀賞
文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）

40 富山県立富山商業高等学校 Cl ８重奏 金賞代表
タクミズ・ブギ（ブルース・スターク作曲）

41 富山県立富山工業高等学校 金管８重奏 銅賞
金管八重奏のための「ラファーガ」（河合　和貴作曲）

42 富山県立富山商業高等学校 打楽器８重奏 金賞代表
紅蓮の斜陽～８人の打楽器奏者のために～（ジェリー・グラステイル作曲）

43 富山県立富山東高等学校 Sax ４重奏 金賞
サクソフォーンのための小四重奏曲（J.フランセ作曲）

44 富山県立富山南高等学校 金管８重奏 銅賞
葉隠（中川　英二郎作曲）

45 富山県立富山工業高等学校 Fl ４重奏 銅賞
コロラトゥーラ（八木澤　教司作曲）

〈職場・一般の部〉１月１６日（日）1５：２１～	
1 富山ミナミ吹奏楽団 Sax ４重奏 金賞代表

「南アメリカ組曲」より（Ｌ.フローレンツォ作曲）
2 富山ミナミ吹奏楽団 Hr ４重奏 銀賞

QUARTETT（Constantin Friedrich Homilius作曲）
3 速星☆Friday's Cl ４重奏 銀賞

ザッツ・ア・プレンティ（L.ポラック作曲／ P.ネーグル&B.ホルコム編曲）
4 富山ミナミ吹奏楽団 金管８重奏 金賞

向日葵の咲く丘～アンダルシアの印象～（福島　弘和作曲）
5 速星☆Friday's 金管８重奏 金賞代表

「ロンドンの小景」よりⅤ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）
6 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器８重奏 金賞代表

紅蓮の斜陽～８人の打楽器奏者のために～（Jerry Grasstail作曲）
7 ブラスバンドTSB 金管７重奏 金賞

Conversations in Brass（Bram Wiggins作曲）
8 富山バリ・チューバＦＣ Euph・Tu ４重奏 金賞

「天空の組曲」よりⅠ,Ⅲ（S.ブラ作曲）
9 速星☆Friday's 金管５重奏 金賞

「舞踏組曲」よりⅥ．タランタンゴ（A.シヴィル作曲）
10 富山ミナミ吹奏楽団 Fl ４重奏 金賞

風の戯れ（八木澤　教司作曲）
11 富山ミナミ吹奏楽団 管楽８重奏 金賞

スペイン嬉遊曲（坂井　貴祐作曲）
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高岡支部

  第32回 富山県アンサンブルコンテスト高岡地区大会
（第45回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成23年１月15日（土）
14：00 ～　高等学校・大学・職場・一般の部
　　　　　 　 16日（日）
9：30 ～　  中学校の部

場　所：高岡市民会館
主　催：富山県学校吹奏楽連盟高岡支部
後　援：富山県教育委員会・高岡市教育委員会・

射水市教育委員会・氷見市教育委員会
審査員：稲葉　　満（元東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）

加藤　　淳（元北陸吹奏楽連盟会長、（社）富山県芸術文化協会理事）
田中　一宏（石川県吹奏楽連盟副理事長）
宮下　宣子（新日本フィルハーモニー交響楽団　トロンボーン奏者、フェリス女学院大学講師）
百瀬　和紀（元ＮＨＫ交響楽団　首席ティンパニ奏者）

＜小学校の部＞　０チーム	

＜高等学校の部＞　33チーム	 1月15日（土）14:00～
1 富山県立高岡高等学校 打楽器五重奏 金賞

マリンバと4人の打楽器奏者のための３つの舞曲（吉岡　孝悦作曲）
2 富山県立高岡南高等学校 打楽器五重奏 銀賞

雪灯籠／白虎（山澤　洋之作曲）
3 富山県立福岡高等学校 打楽器四重奏 銀賞

マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）
4 富山県立高岡商業高等学校 サックス四重奏 金賞

マウンテンロードより１楽章（D.マスランカ作曲）
5 富山県立高岡南高等学校 サックス四重奏 銀賞

サキソフォン四重奏曲より　第１楽章（Ｃ，パスカル作曲）
6 富山県立新湊高等学校 サックス四重奏 金賞

イタリア協奏曲　Ⅲ（Ｊ.Ｓバッハ作曲／栃尾　克樹編曲）
7 富山県立大門高等学校 サックス四重奏 銅賞

Premier Quatuor Op.53　I（J･B.サンジュレー作曲／ J･M.ロンデックス編曲）
8 富山県立高岡工芸高等学校 サックス四重奏 銀賞

Andante et Scherzetto（Rerre LANTIER作曲）
9 富山県立福岡高等学校 サックス三重奏 銀賞

アミューズメント・パーク組曲（高橋　宏樹作曲）
10 富山県立高岡高等学校 サックス三重奏 金賞

Passion（高橋　伸哉作曲）
11 富山県立高岡南高等学校 クラリネット八重奏 銀賞

アルテミスの嘆き（八木澤　教司作曲）
12 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞代表

タクミズブギ（B.スターク作曲）
13 富山県立福岡高等学校 クラリネット五重奏 銀賞

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）
14 富山県立高岡高等学校 クラリネット四重奏 銀賞

スリー・ラテン・ダンスよりⅠ,Ⅲ（P.ハイケティック作曲）
15 富山県立高岡工芸高等学校 クラリネット四重奏 金賞

SONATA IN G MINOR（Tommaso ALBINONI作曲）
16 富山県立新湊高等学校 クラリネット四重奏 金賞

６つのオーディションのための小品　Ⅰ・Ⅲ・Ⅵ（ドュファイ作曲）
17 富山県立氷見高等学校 クラリネット三重奏 銀賞

Ventus（石毛　里佳作曲）
18 富山県立高岡商業高等学校 フルート五重奏 金賞代表

シンフォニエッタ　より　１楽章（L.ロレンツォ作曲）
19 富山県立高岡南高等学校 フルート四重奏 金賞代表

夏山の一日より　Ⅰ牧歌　Ⅱ急流のほとりにて　Ⅳロンド（Ｅ、ボザ作曲）
20 富山県立高岡高等学校 フルート三重奏 銀賞

３つの三重奏曲　第一楽章OP.13（F・クーラウ作曲）
21 富山県立大門高等学校 フルート三重奏 銀賞

三本のフルートのための３つの小品「三美神」（Deutschmann Gerhard作曲）

22 富山県立高岡工芸高等学校 打楽器八重奏 金賞
PORTICO（Tom Gauger作曲）

23 富山県立新湊高等学校 打楽器四重奏 銀賞
アンネリダ　タンツエーリン（福島　弘和作曲）

24 富山県立大門高等学校 打楽器四重奏 金賞代表
Marimba Concertino“The WAVE”（安倍　圭子作曲／和田　薫編曲）

25 富山県立伏木高等学校 混成五重奏
３つのポップ・チューン（D.ストラトフォード作曲）

26 富山県立伏木高等学校 混成三重奏 銅賞
４つの古い舞曲（J.ヴァン・デル・ロースト作曲）

27 富山県立大門高等学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のための文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）

28 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 金賞代表
フランス･ルネサンス舞曲集よりⅠ.Ⅴ.Ⅱ.
（C.ｼﾞｪﾙｳﾞｪｰｽﾞ ＆ P.アテニャン作曲／ P.リーヴ編曲）

29 富山県立新湊高等学校 金管八重奏 金賞
テレプシコーレ舞曲集Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ（Ｍ.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

30 富山県立氷見高等学校 金管五重奏 銅賞
RENAISSANCE　DANCES（福田　洋介作曲）

31 富山県立福岡高等学校 金管五重奏 銅賞
序奏とアレグロ（酒井　格作曲）

32 富山県立高岡工芸高等学校 トロンボーン四重奏 銀賞
トロンボーン４重奏のための五章「ケンタウル祭の夜に」　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
（建部　知弘作曲）

33 富山県立有磯高等学校 金管三重奏 銅賞
３本のヴァルトホルンのための「６つの三重奏曲」より（Ａ.ライヒャ作曲）

＜大学の部＞　4チーム	 1月15日（土）　17:25～
1 富山高等専門学校 打楽器五重奏 金賞代表

RED EARTH for percussion quintet（C.ハーディー作曲）
2 富山高等専門学校 サックス三重奏 金賞代表

パッション（高橋　伸哉作曲）
3 富山高等専門学校 クラリネット四重奏 銀賞

FANTASIA in one movement（P.ハーヴェイ作曲）
4 富山高等専門学校 トランペット三重奏 銀賞代表

トランペット吹きの休日（L.アンダーソン作曲）

＜一般の部＞　6チーム	 1月15日（土）　17:47～
1 ムジカグラート氷見 打楽器三重奏 金賞

夢幻（石毛　里佳作曲）
2 ムジカグラート氷見 サックス四重奏 金賞代表

３つの小品（D.スカルラッティ作曲）
3 ムジカグラート氷見 クラリネット五重奏 金賞代表

クラリネット５本のためのインプレッション（石川　洋光作曲）
4 コンツェルテ・エロイカ 金管七重奏 金賞代表

蒼光の紋章 -終わりなき時への哀歌（八木澤　教司作曲）
5 ムジカグラート氷見 金管五重奏 金賞

五重奏曲（V.エワルド作曲）
6 高岡ホルンクラブ ホルン四重奏 金賞

４本のホルンのための組曲　より　Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（E.ボザ作曲）

＜中学校の部＞　66チーム	 1月16日(日）　9:30～
1 高岡市立中田中学校 打楽器六重奏 銀賞

星物語（野本　洋介作曲）
2 高岡市立福岡中学校 打楽器四重奏 銀賞

打楽器5重奏のための「シンデレラ」（J.グラステイル作曲）
3 高岡市立牧野中学校 打楽器三重奏 銀賞

Aeolian Trio（金田　真一作曲）
4 射水市立小杉中学校 打楽器三重奏 金賞代表

トリオ・パー・ウノ（ジブコヴイッチ作曲）
5 高岡市立福岡中学校 サックス五重奏 銀賞

五重奏曲（J.N.サヴァリ作曲）
6 氷見市立北部中学校 サックス五重奏 銀賞

ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク作曲）
7 高岡市立中田中学校 サックス五重奏 金賞

セカンド・バトル（天野　正道作曲）
8 高岡市立志貴野中学校 サックス四重奏 銀賞

『田園組曲』　より　「朝」、「カプリス」（L.マデトヤ作曲）
9 高岡市立南星中学校 サックス四重奏 銀賞

四重奏曲（F.et M.JEANJEAN作曲）
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10 高岡市立芳野中学校 サックス四重奏 金賞代表
「ギリシャ組曲」よりⅡ、Ⅲ、Ⅳ（Ｐ.イトゥラルデ作曲）

11 高岡市立戸出中学校 サックス四重奏 銀賞
RHAPSODY IN BLUE（G・ガーシュイン作曲）

12 高岡市立高岡西部中学校 サックス四重奏 銀賞
サクソフォン４重奏曲より　Ⅱ　Ⅳ（M.ジャンジャン作曲）

13 射水市立小杉中学校 サックス四重奏 金賞代表
ギリシャ組曲（Ｐ.イトゥレルデ作曲）

14 射水市立大門中学校 サックス四重奏 金賞
サクソフォン四重奏曲　より　Ⅰ（Ｊ.Ｂ.サンジュレー作曲）

15 射水市立小杉南中学校 サックス四重奏 金賞
アリオンの琴歌（八木澤　教司作曲）

16 射水市立射北中学校 サックス四重奏 銀賞
サクソフォン４重奏曲より　Ⅲ　パピヨン（ジャンジャン作曲）

17 高岡市立伏木中学校 サックス三重奏 銅賞
ロシアンスイートより（ヴァシリ　バルヴィンスキー作曲）

18 射水市立奈古中学校 サックス三重奏 金賞代表
Ｐａｓｓｉｏｎ（高橋　伸哉作曲）

19 氷見市立西條中学校 サックス三重奏 金賞代表
パッション（高橋　伸哉作曲）

20 射水市立大門中学校 クラリネット八重奏 金賞
パーテル・ノステル（八木澤　教司作曲）

21 射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏 金賞代表
ラ・セーヌ（真島　俊夫作曲）

22 射水市立射北中学校 クラリネット七重奏 銀賞
リクディムよりⅠ、Ⅲ、Ⅳ（J.V.ロースト作曲）

23 高岡市立芳野中学校 クラリネット七重奏 金賞
ドデカフォニック　エッセイ（E.デル＝ボルゴ作曲）

24 高岡市立伏木中学校 クラリネット五重奏 銀賞
フォスターラプソディー（鈴木　英史作曲）

25 射水市立小杉南中学校 クラリネット五重奏 金賞
愛すべきネコ達の世界　～クラリネット５本のための～（渡辺　俊幸作曲）

26 高岡市立志貴野中学校 クラリネット四重奏 金賞
プレリュードとスケルツォ（D.ベネット作曲）

27 氷見市立北部中学校 クラリネット四重奏 銅賞
ディヴェルティメントよりⅢ（A.ウール作曲）

28 高岡市立戸出中学校 クラリネット四重奏 銀賞
マイ・ロマンス（リチャード・ロジャース作曲）

29 高岡市立中田中学校 クラリネット四重奏 銀賞
カプリス　フォー　クラリネッツ　（Ｃ.グランドマン作曲）

30 高岡市立高陵中学校 クラリネット四重奏 銅賞
バガテル（グランドマン作曲）

31 高岡市立芳野中学校 打楽器四重奏 金賞代表
月迷宮／大神（山澤　洋之作曲）

32 高岡市立高岡西部中学校 打楽器四重奏 銀賞
星物語～打楽器四重奏のための～（野本　洋介作曲）

33 高岡市立高陵中学校 打楽器三重奏 銀賞
エオリアン　トリオ（金田真一作曲）

34 高岡市立南星中学校 打楽器二重奏
ロック　デュオ（M.ホウリフ作曲）

35 氷見市立北部中学校 フルート三重奏 銀賞
雪灯りの幻想（福島　弘和作曲）

36 射水市立小杉南中学校 フルート三重奏 金賞
Grand Trio C-Dur（A.Bフュルステナウ作曲）

37 高岡市立南星中学校 フルート三重奏 銅賞
３本のフルートのための雅（櫛田　月失之扶作曲）

38 高岡市立高陵中学校 フルート三重奏 銀賞
トリプルあいす（八木澤　教司作曲）

39 高岡市立戸出中学校 フルート三重奏 銅賞
Snow Reflection Fantasy（福島　弘和作曲）

40 高岡市立伏木中学校 フルート三重奏 銀賞
三つのセレナータより（サヴェリオ　メルカダンテ作曲）

41 高岡市立志貴野中学校 フルート三重奏 銀賞
『ディヴェルティメント』より　１、４、５楽章
（W.A.モーツァルト作曲／池上　敏編曲）

42 高岡市立高岡西部中学校 フルート二重奏
DUOS　BRILLANTES（F.クーラウ作曲）

43 高岡市立牧野中学校 木管七重奏 銅賞
puszta（Jan　Van der roost作曲／ Maarten Jense編曲）

44 射水市立大門中学校 木管四重奏 銀賞
ダブルリード四重奏のための４つのダンスムーブメント ～管弦楽組曲第2番より～
（Ｊ.Ｓ.バッハ作曲／Ｓ.ディビス編曲）

45 射水市立新湊南部中学校 木管三重奏 銅賞
「４４の小品」より（バルトーク作曲／山本　教生編曲）

46 射水市立奈古中学校 木管三重奏 銀賞
風の祈り（櫛田　月失之扶作曲）

47 氷見市立西條中学校 木管三重奏 銀賞
風の祈り（櫛田　月失之扶作曲）

48 射水市立小杉中学校 金管八重奏 金賞
「幻影」よりⅠ.切り裂かれた都市（小長谷　宗一作曲）

49 氷見市立北部中学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏曲（飯島　俊成作曲）

50 高岡市立南星中学校 金管八重奏 銅賞
文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）

51 高岡市立高陵中学校 金管八重奏 銀賞
テルプシコーレⅠ（森田一浩作曲）

52 高岡市立志貴野中学校 金管八重奏 金賞
金管八重奏のための「ダンスリー」（Ｔ.スザート作曲／高山　直也編曲）

53 射水市立大門中学校 金管八重奏 金賞
ア・ラ・カルト（Ｇ.リチャーズ作曲）

54 射水市立射北中学校 金管八重奏 金賞
てぃーち　てぃーる　　～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）

55 高岡市立伏木中学校 金管八重奏 銅賞
パヴァーヌ　アンド　ダンス（高橋　宏樹作曲）

56 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 金賞代表
「ロンドンの小景」よりⅠ、Ⅵ（ラングフォード作曲）

57 高岡市立高岡西部中学校 金管八重奏 銀賞
Pavane and Dance（高橋　宏樹作曲）

58 射水市立小杉南中学校 金管八重奏 銀賞
フランスルネサンス舞曲集（C.ジェルヴェールズ　P.アテニャン作曲）

59 高岡市立中田中学校 金管八重奏 銀賞
スザート組曲より　１・４・６（T.スザート作曲／ J.アイヴソン編曲）

60 氷見市立西條中学校 金管七重奏 銀賞
二つのにグロ・スピリチュアル（兼田　　敏作曲）

61 射水市立新湊南部中学校 金管七重奏 銅賞
劇音楽「町人貴族」より（リュリ作曲／山本　教生編曲）

62 高岡市立戸出中学校 金管七重奏 銅賞
小組曲より「バレエ」（ドビュッシー作曲／兼田　敏編曲）

63 高岡市立牧野中学校 金管六重奏 銀賞
劇音楽「町人貴族」より（Jean-Baptiste Lully作曲／ Kyousei yamamoto編曲）

64 射水市立奈古中学校 金管五重奏 銅賞
「空想・おもちゃ・夢」より古いスパニオレッタ、夢、サフー
（Ｇ.ファーナビー作曲／Ｅ.ホワース編曲）

65 高岡市立福岡中学校 ホルン四重奏 銅賞
４声のカンツォーン（G.ガブリエリ作曲／Ｆ.ジョーンズ編曲）

66 高岡市立福岡中学校 トロンボーン四重奏 銀賞
タイガー・ラグ（E.B.エドワーズ他作曲／岩井　直溥編曲）
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砺波支部

  第32回 砺波地区アンサンブルコンテスト
（第45回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成23年１月10日（月）
場　所：砺波市文化会館　大ホール
主　催：富山県学校吹奏楽連盟砺波支部
後　援：砺波市教育委員会・となみ野文化事業連絡協議会・
　　　　となみ衛星通信テレビ
審査員：栄村　正吾（シエナウインドオーケストラ　サクソフォン奏者）

段　　真大（島根県　浜田市立第三中学校教諭）
長谷川正規（上越教育大学専任講師　テューバ奏者）
平田　昌彦（福井県　坂井市立坂井中学校教諭）

＜小学校の部＞　９：００～	
1 福野小学校 打楽器五重奏 金賞代表

第二組曲（金田　真一作曲）
2 出町小学校 金管四重奏 銀賞

アメイジング・グレイス（賛美歌／成舞　新樹編曲）
3 福野小学校 サキソフォン四重奏 金賞代表

三つの富山県民謡　こきりこ節　麦屋節（富山県民謡作曲／秋　透編曲）
4 福野小学校 フルート四重奏 金賞

アンダンテ　アンド　カプリス（C.W.V.グルック作曲）
5 出町小学校 金管七重奏 銀賞

歌劇「椿姫」より　乾杯の歌（G.ヴェルディ作曲／甲田　健一編曲）
6 福野小学校 金管八重奏 金賞

金管８重奏のための４つの印象より Ⅰ､ Ⅱ､ Ⅲ（三澤　慶作曲）
7 福野小学校 クラリネット五重奏 金賞代表

キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）
8 出町小学校 金管六重奏 銀賞

アヴェ・マリア（G.カッチー二作曲／甲田　健一編曲）

＜中学校の部＞　９：２５～	
1 城端中学校 打楽器四重奏 銀賞

ディメンションズ（E.D.ボァーゴ作曲）
2 福野中学校 打楽器三重奏 金賞

エオリアン・トリオ（金田　真一作曲）
3 石動中学校 打楽器四重奏 金賞代表

打楽器四重奏のための星物語（野本　洋介作曲）
4 福光中学校 打楽器四重奏 金賞代表

アンネリダ　タンツェーリン（福島　弘和作曲）
5 出町中学校 打楽器六重奏 金賞

６人の打楽器奏者のためのｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝｱﾝﾄﾞﾀﾞﾝｽよりⅠ（櫛田　月失之扶作曲）
6 吉江中学校 打楽器四重奏 金賞

ジ　インペリアル　コード（J.グラスティル作曲）
7 蟹谷中学校 フルート二重奏 銀賞

アンダンテ、メヌエット（F.シューベルト作曲）
8 福野中学校 サキソフォン三重奏 金賞代表

サクソフォーンのためのトリオ（J.メイヨ作曲）
9 井口中学校 金管五重奏 銀賞

小さな旅行者より（S.ボルトキエヴィチ作曲／山本　教生編曲）
10 蟹谷中学校 金管六重奏 銅賞

金髪のジェニー（フォスター作曲／山本　教生編曲）
11 般若中学校 混成四重奏 銀賞

幼な子と聖母（スペイン民謡／ R.D.コーマー）
12 庄川中学校 金管五重奏 銀賞

グリーンスリーヴスファンタジー（戸田　顕作曲）
13 石動中学校 クラリネット四重奏 銀賞

歌劇「魔笛」より４つのアリア（W.A.モーツァルト作曲／福島　弘和編曲）
14 庄西中学校 木管八重奏 銀賞

ブルックグリーン組曲（G.ホルスト作曲／山本　教生編曲）
15 庄川中学校 混成五重奏 銀賞

春風もどり（L.マレンツィオ作曲／山本　教生編曲）

16 吉江中学校 フルート二重奏 金賞
アレグロ　アンド　メヌエット（L.V.ベートーベン作曲）

17 福野中学校 木管四重奏 金賞
リュートのための古代舞曲とアリア第３組曲よりⅠ､ Ⅳ（Ｏ.レスピーギ作曲／神田　寛明編曲）

18 井波中学校 混成六重奏 銅賞
鉛の兵隊の行進（G.ピエルネ作曲／山本　教生編曲）

19 吉江中学校 混成六重奏 金賞
フェアプレイ（L.ニーハウス作曲）

20 福野中学校 クラリネット四重奏 金賞代表
チャルダッシュ（V.モンティ作曲／森田　一浩編曲）

21 城端中学校 フルート三重奏 銀賞
メヌエット（L.V.ベートーベン作曲／ E.マックリン編曲）

22 石動中学校 フルート二重奏 金賞
赤とんぼ（山田　耕筰作曲／近藤　盟子編曲）

23 出町中学校 木管五重奏 銀賞
私のお気に入り（R.ロジャーズ作曲／福田　洋介編曲）

24 石動中学校 金管五重奏 銀賞
金管五重奏曲第１番よりⅢ（V.エヴァルド作曲／ R.キング編曲）

25 城端中学校 金管五重奏 銀賞
スイーテ　イタリアーナ（G.ガストルーディ作曲／ J.D.ハーン編曲）

26 津沢中学校 木管五重奏 銀賞
ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク作曲／福島　弘和編曲）

27 石動中学校 サキソフォン三重奏 金賞
アミューズメントパーク組曲よりⅠ､ Ⅲ､ Ⅳ（高橋　宏樹作曲）

28 城端中学校 クラリネット四重奏 銀賞
タンゴ（C.コウルズ作曲）

29 井口中学校 木管四重奏 銀賞
アルプス一万尺（アメリカ民謡作曲／山本　教生編曲）

30 津沢中学校 金管七重奏 銀賞
１２の英雄的行進曲より　Ⅰ、Ⅵ、Ⅹ（G.P.テレマン作曲／水口　透編曲）

31 吉江中学校 クラリネット四重奏 金賞
スカボロ・フェアー（イングランド民謡作曲／福島　弘和編曲）

32 福野中学校 金管八重奏 金賞代表
テレプシコーレ舞曲集よりⅠ､ Ⅲ､ Ⅴ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

33 井波中学校 金管七重奏 銀賞
ガリアルダ（Ｏ.レスピーギ作曲／山本　教生編曲）

34 出町中学校 サキソフォン六重奏 銀賞
ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク作曲／黒川　圭一編曲）

35 吉江中学校 金管八重奏 銀賞
ジェリコの戦い（黒人霊歌／山本　教生編曲）

36 庄西中学校 金管六重奏 金賞
こきりこ（富山県民謡／山本　教生編曲）

37 福光中学校 木管五重奏 金賞
アンダンテ　カンタービレ（P.I.チャイコフスキー作曲／ C.W.ジョンソン編曲）

38 蟹谷中学校 木管五重奏 銀賞
フォスターラプソディ（鈴木　英史作曲）

39 出町中学校 木管三重奏 銀賞
木管３重奏の愉しみよりⅡ（福島　弘和作曲）

40 井波中学校 木管八重奏 銀賞
歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ（J.P.ラモー作曲／山本　教生編曲）

＜高等学校の部＞　１４：１５～	
1 砺波高等学校 打楽器五重奏 金賞

プレイ　タグ（坂井　貴祐作曲）
2 南砺福野高等学校 打楽器五重奏 金賞

５人の打楽器奏者のための「セレモニー」（吉岡　孝悦作曲）
3 砺波工業高等学校 打楽器五重奏 金賞代表

花回廊/風龍（山澤　洋之作曲／藤永　賢人編曲）
4 石動高等学校 混成五重奏 銅賞

ベルガマスク組曲より　前奏曲（C.ドビュッシー作曲／ B.ホルコム編曲）
5 南砺福光高等学校 バリチューバ三重奏 金賞

アクロポリス（広瀬　勇人作曲）
6 石動高等学校 サキソフォン三重奏 銀賞

のっぴきならない虹へ（福島　弘和作曲）
7 南砺福野高等学校 クラリネット五重奏 銀賞

キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）
8 南砺福野高等学校 フルート四重奏 金賞

４本のフルートのための組曲「フルーツパフェ」（伊藤　康英作曲）
9 砺波高等学校 木管四重奏 銀賞

フルート吹きの休日より　Ⅰ、Ⅳ（J.カステレード作曲）
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10 石動高等学校 クラリネット五重奏 銀賞
スピリットロードよりⅡ（鈴木　英史作曲）

11 南砺総合高等学校井波高等学校 　混成六重奏 銅賞
スリー　リトル　ミュージック（飯島　俊成作曲）

12 砺波高等学校 金管八重奏 金賞
テレプシコーレよりⅠ（森田　一浩作曲）

13 南砺福野高等学校 サキソフォン四重奏 銀賞
子供の情景より（R.シューマン作曲／福島　弘和編曲）

14 南砺福光高等学校 金管八重奏 銀賞
スザート組曲より（T.スザート作曲／ J.アイヴソン編曲）

15 南砺福光高等学校 木管七重奏 銀賞
プレリュード（G.ガーシュウィン作曲／山本　教生編曲）

16 砺波高等学校 クラリネット五重奏 金賞代表
「クラリネット・ファイブ」よりⅠ（白川　毅夫作曲）

17 石動高等学校 金管八重奏 金賞
選ばれた場所（福島　弘和作曲）

18 砺波高等学校 サキソフォン四重奏 金賞
アレグロ　ドゥ　コンセール（J.B.サンジュレ作曲／ E.A.ルフェーブル編曲）

19 南砺福野高等学校 金管八重奏 金賞代表
金管八重奏のための「カルメン・ラプソディー」（G.ビゼー作曲／黒川　圭一編曲）

＜一般の部＞　１６：３０～	
1 グッドサウンド バリチューバ四重奏 金賞代表

ユーフォニアム・テューバ四重奏曲（戸田顕作曲）
2 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 金賞代表

文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）

第45回富山県アンサンブルコンテスト高校の部　2011年（平成23年）１月29日（土）砺波市文化会館
富山県立高岡商業高校クラリネット八重奏
※富山県立高岡商業高等学校は、北陸支部代表として第34回全日本アンサンブルコンテストに出場し、銀賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトクリエイト　
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第 45 回富山県アンサンブルコンテスト
第34回「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第34回「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第23回「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選

規定が変更され、各支部より県大会に推薦されるチーム数のカウン
トは、各支部大会において、１団体当たりの出場チーム数は４チーム
を上限とした。（カウント方法は従来通り、全部門支部大会参加チー
ム20チームまで３チーム、以下10チーム増毎に１チーム増）

職場部門と一般部門が統合され、職場・一般部門となる。
第22回中部日本吹奏楽連盟「管楽器個人・重奏コンテスト」の中

学校・高等学校の推薦団体数について、第21回大会において、福野
中学校金管八重奏、高岡商業高等学校金管八重奏がそれぞれ１位を獲
得したため、代表枠が１チーム増となった。

　 　
日時／ 2011年（平成23年）	１月29日（土）
場所／砺波市文化会館
主催／富山県学校吹奏楽連盟・朝日新聞社
後援／富山県教育委員会・砺波市教育委員会

ff 審査員 ff

小倉　清澄（東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）
幸西　秀彦（東京フィルハーモニー交響楽団　打楽器奏者）
福本信太郎（昭和音楽大学専任講師　サクソフォーン奏者）
宮本　　弦（名古屋フィルハーモニー交響楽団　トランペット奏者）
渡辺　　功（東京交響楽団　チューバ奏者）

小学校の部	
1 南砺市立福野小学校 打楽器五重奏 金賞

第二組曲（金田　真一作曲）
2 上市町立南加積小学校 打楽器五重奏 銀賞

ウィリアムテル序曲（G.ロッシーニ作曲／ M.ホーリフ編曲
3 富山市立山室小学校 金管六重奏 銀賞

こきりこ（富山県民謡／山本　教生編曲）
4 滑川市立寺家小学校 金管五重奏 　　金賞・県代表（全日）

キャプリオル組曲（P.ウォーロック作曲／廣瀬　大悟編曲
5 南砺市立福野小学校　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日）

「三つの富山県民謡」より　こきりこ節　麦屋節（富山県民謡／秋　　透編曲）
6 滑川市立田中小学校 クラリネット五重奏 銀賞

フォスター ･ラプソディー（鈴木　英史作曲）
7 富山市立山室小学校 木管八重奏 金賞

歌劇「五月の夜」より　レフコの歌　若者たちの歌と踊り
（R.コルサコフ作曲／山本　教生編曲）

8 南砺市立福野小学校　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日・中日）
キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）

中学校の部	
1 富山市立速星中学校　打楽器四重奏　　金賞・県代表（全日・中日）

日本の四季～ 4台のマリンバのための～より　秋茜　冬木立
（中澤　道子作曲）

2 入善町立入善中学校 打楽器四重奏 金賞
マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）

3 高岡市立芳野中学校 打楽器四重奏 金賞
月迷宮／大神（山澤　洋之作曲）

4 富山市立芝園中学校 打楽器四重奏 金賞
マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）

5 射水市立小杉中学校　打楽器三重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「トリオ・パー・ウノ」より　Ⅰ．（N.J.ジブコヴィッチ作曲）

6 富山市立山室中学校 打楽器五重奏 銀賞
ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）

7 富山市立呉羽中学校 打楽器六重奏 銀賞
マリンバとティンパニと4人の打楽器奏者のための協奏曲（吉岡　孝悦作曲）

8 南砺市立福光中学校 打楽器四重奏 金賞
アンネリダ　タンツエーリン（福島　弘和作曲）

9 滑川市立滑川中学校 打楽器六重奏 金賞
じょんがら（藤掛　廣幸作曲）

10 小矢部市立石動中学校 打楽器四重奏 銅賞
星物語～打楽器四重奏のための～（野本　洋介作曲）

11 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 銀賞
「ロンドンの小景」より　Ⅰ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）

12 富山市立芝園中学校 金管八重奏 銅賞
金管八重奏曲（飯島　俊成作曲）

13 南砺市立福野中学校 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
「テレプシコーレ舞曲集」より　Ⅰ．Ⅲ．Ⅴ．
（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

14 富山市立呉羽中学校 金管八重奏　　　　金賞・県代表（全日）
クロスセッションビュー（三浦　秀秋作曲）

15 高岡市立芳野中学校　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「ギリシャ組曲」より　Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

16 射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日）
「ラ・セーヌ」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．（真島　俊夫作曲）

17 滑川市立滑川中学校 フルート四重奏 銀賞
「想い出は銀の笛」より　Ⅱ．Ⅴ．（三浦　真理作曲）

18 射水市立奈古中学校 サクソフォーン三重奏 金賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

19 富山市立芝園中学校 クラリネット四重奏 金賞
クラリネット・ラプソディー（D.ベネット作曲）

20 南砺市立福野中学校 クラリネット四重奏 金賞
チャルダッシュ（V.モンティ作曲）／森田　一浩編曲）

21 射水市立小杉中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
「ギリシャ組曲」より　Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

22 立山町立雄山中学校 フルート四重奏 銅賞
「夏山の一日」より　Ⅰ．Ⅳ．（E.ボザ作曲）

23 朝日町立朝日中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
サクソフォーン四重奏のための万葉（櫛田月失之扶作曲）

24 富山市立大沢野中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

25 南砺市立福野中学校　サクソフォーン三重奏　金賞・県代表（全日・中日）
サクソフォーンのためのトリオ（J.メイロー作曲）

26 氷見市立西條中学校 サクソフォーン三重奏 銀賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

27 入善町立入善西中学校　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「DANCE」クラリネット５本のための（大島ミチル作曲）

高等学校の部	
1 富山県立富山商業高等学校　打楽器八重奏　　金賞・県代表（全日）

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
2 富山県立砺波工業高等学校 打楽器五重奏 銅賞

花回廊／風龍（山澤　洋之作曲）
3 富山県立魚津高等学校 打楽器五重奏 銀賞

大空に翔る蒼き翼を持つ者～打楽器五重奏の為の～（山澤　洋之作曲）
4 富山県立大門高等学校　打楽器四重奏　金賞・県代表（全日・中日）

マリンバ小協奏曲「ザ・ウェーブ」～ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための～
（安倍　圭子作曲／和田　　薫編曲）

5 富山県立入善高等学校 金管八重奏 銅賞
「ア・ラ・カルト」より　Ⅴ．Ⅳ．Ⅲ．（G.リチャーズ作曲）

6 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
「フランス･ルネサンス舞曲集」より　Ⅰ．Ⅴ．Ⅱ．
（C.ジェルヴェーズ＆P.アテニャン作曲／Ｐ.リーヴ編曲）

7 富山県立南砺福野高等学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のための「カルメン・ラプソディー」（G.ビゼー作曲／黒川　圭一編曲）

8 富山県立富山商業高等学校　金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）

9 富山県立富山商業高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
もあしび（長生　淳作曲）

10 富山県立高岡商業高等学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
タクミズブギ（B.スターク作曲）

11 富山県立富山高等学校　サクソフォーン八重奏　金賞・県代表（全日）
リュートのための古風な舞曲とアリア　第３組曲より　Ⅰ．Ⅳ．
（O.レスピーギ作曲／圓田　勇一編曲）

12 富山県立富山商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞
タクミズブギ（B.スターク作曲）

13 富山県立入善高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
グラーヴェとプレスト（J.リヴィエ作曲）
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14 富山県立砺波高等学校 クラリネット五重奏 銀賞
「クラリネット・ファイブ」より　Ⅰ．（白川　毅夫作曲）

15 富山県立高岡南高等学校 フルート四重奏　金賞・県代表（中日）
「夏山の一日」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ．（E.ボザ作曲）

16 富山県立高岡商業高等学校 フルート五重奏 銀賞
シンフォニエッタより　Ⅰ．（L.ロレンツォ作曲）

17 富山県立入善高等学校 木管七重奏 銅賞
「テレプシコーレ舞曲集」より　バレー　ブランスル　スパニョレッタ　ヴォルト
（M.プレトリウス作曲／樽屋　雅徳編曲）

18 富山県立魚津高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（中日）
「オーディションのための6つの小品」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅵ．（J.M.デファヤ作曲）

大学の部	
1 富山高等専門学校 打楽器五重奏 金賞

赤の大地－打楽器五重奏のための（C.ハーディ作曲）
2 富山大学 打楽器七重奏 金賞

カンバセーション（真島　俊夫作曲）
3 富山大学 金管五重奏 金賞

序奏とアレグロ（酒井　格作曲）
4 富山高等専門学校 トランペット三重奏 銀賞

トランペット吹きの休日（L.アンダーソン作曲）
5 富山高等専門学校 サクソフォーン三重奏 銀賞

パッション（高橋　伸哉作曲）
6 富山大学　　　　　　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日）

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）

第 34 回北陸アンサンブルコンテスト
第34回「 全日本アンサンブルコンテスト 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2011年（平成23年）２月13日（日）
場所／金沢歌劇座　ホール
主催／北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
主管／石川県吹奏楽連盟
後援／石川県・石川県教育委員会・富山県教育委員会
　　　福井県教育委員会
ff 審査員 ff

伊藤正太郎（東京フィルハーモニー交響楽団　クラリネット奏者）
梅津　正好（読売日本交響楽団　フルート奏者）
岡崎　耕二（東京都交響楽団　首席トランペット奏者）
河野　玲子（東邦音楽大学講師　打楽器奏者）
近藤　孝司（大阪センチュリー交響楽団　首席トロンボーン奏者）

小学校の部	
滑川市立寺家小学校 金管五重奏 銀賞

キャプリオル組曲（P.ウォーロック作曲／廣瀬　大悟編曲
南砺市立福野小学校 サクソフォーン四重奏 銀賞

「三つの富山県民謡」より　こきりこ節　麦屋節（富山県民謡／秋　　透編曲）
南砺市立福野小学校 クラリネット五重奏 銀賞

キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）

中学校の部	
富山市立速星中学校 打楽器四重奏 金賞

日本の四季～ 4台のマリンバのための～より　秋茜　冬木立
（中澤　道子作曲）

射水市立小杉中学校 打楽器三重奏 金賞
「トリオ・パー・ウノ」より　Ⅰ．（N.J.ジブコヴィッチ作曲）

南砺市立福野中学校 金管八重奏 金賞
「テレプシコーレ舞曲集」より　Ⅰ．Ⅲ．Ⅴ．（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

富山市立呉羽中学校 金管八重奏 銀賞
クロスセッションビュー（三浦　秀秋作曲）

高岡市立芳野中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
「ギリシャ組曲」より　Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

南砺市立福野中学校 サクソフォーン三重奏 銅賞
サクソフォーンのためのトリオ（J.メイロー作曲）

射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏 金賞
「ラ・セーヌ」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．（真島　俊夫作曲）

入善町立入善西中学校 クラリネット五重奏 銀賞
「DANCE」クラリネット５本のための（大島ミチル作曲）

高等学校の部	
富山県立富山商業高等学校 打楽器八重奏 金賞

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
富山県立大門高等学校 打楽器四重奏 銀賞

マリンバ小協奏曲「ザ・ウェーブ」～ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための～
（安倍　圭子作曲／和田　　薫編曲）

富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 銀賞
黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）

富山県立富山高等学校 サクソフォーン八重奏 銀賞
リュートのための古風な舞曲とアリア　第３組曲より　Ⅰ．Ⅳ．
（O.レスピーギ作曲／圓田　勇一編曲）

富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞・北陸代表
タクミズブギ（B.スターク作曲）

大学の部	
富山大学 クラリネット五重奏 金賞

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）

職場・一般の部	
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 金賞・北陸代表

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
速星☆Friday's 金管八重奏 金賞・北陸代表

「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）
富山ミナミ吹奏楽団 サクソフォーン四重奏 銅賞

南アメリカ組曲（L.フロレンツォ作曲）

職場・一般の部	
1 富山ミナミ吹奏楽団　　打楽器八重奏　　　金賞・県代表（全日）

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
2 コンツェルテ・エロイカ 金管七重奏 銀賞

「蒼光の紋章」－終わりなき時への哀歌（八木澤　教司作曲）
3 速星☆Friday's　　　　金管八重奏　　金賞・県代表（全日・中日）

「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）
4 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 銀賞

金管五重奏のための組曲（坂井　貴祐作曲）
5 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 銀賞

文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）
6 グッドサウンド バリチューバ四重奏 銀賞

ユーフォニアム・テューバ四重奏曲（戸田　顕作曲）
7 ムジカグラート氷見 サクソフォーン四重奏 金賞

３つの小品（D.スカルラッティ作曲／ G.ピエルネ編曲）
8 ら・こんせ～る・のくちゅ～る サクソフォーン四重奏 金賞

「ベルガマスク組曲」より（C.ドビュッシー作曲）
9 富山ミナミ吹奏楽団　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日）

南アメリカ組曲（L.フロレンツォ作曲）
10 ムジカグラート氷見 クラリネット五重奏 銀賞

「Impressions」クラリネット５本のための（石川　洋光作曲）
11 ら・こんせ～る・のくちゅ～る フルート四重奏 銀賞

風の戯れ（八木澤　教司作曲）
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全日本アンサンブルコンテスト 富山県からの出場団体（中学の部）

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞

2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回
大門中学校 Fl三重奏 銀賞 「フルートのための三重奏曲」No １ Ａ.Ｔ.ベルビギエ 鯖江中学校は３年連続出場のため休み
氷見南部中学校 Cl四重奏 銀賞 「クラリネット・ラプソディ」 Ｄ.ベネット

2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回
美山中学校 福井 打楽器四重奏 金賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 金賞

2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回
内灘中学校 石川 Cl八重奏 銅賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 銀賞

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール） 第32回 第43回

福野中学校 金管八重奏 銀賞 テレプシコーレ舞曲集よりⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ｍ.プレトリウス 佐藤正人
城山中学校 Fl四重奏 銅賞 フルート四重奏曲よりⅠ.Ⅳ.Ⅵ P.M.デュボア

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回
内灘中学校 石川 Cl四重奏 銅賞
鯖江中学校 福井 Fl三重奏 銀賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回
額中学校 石川 Cl四重奏 銀賞
鯖江中学校 福井 打楽器五重奏 銀賞

全日本アンサンブルコンテスト 富山県からの出場団体（高校の部）

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 高岡商業高校 打楽器八重奏 金賞 「そして静けさは森の中へ・・・」 天野　正道 金沢桜ヶ丘高校 石川 Cl八重奏 銀賞
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 高岡商業高校 Cl六重奏 金賞 「クラウナリー・フォア・クラリネッツ」 H .スタルパース 武生東高校 福井 打楽器七重奏 金賞

2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回
富山商業高校 Cl八重奏 金賞 「タクミズ・ブギ」 B .スターク 武生東高校 福井 Fl三重奏 銀賞

高岡商業高校は３年連続全国大会出場のため休み

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール） 第32回 第43回 高岡商業高校 金管八重奏 金賞 フランス・ルネサンス舞曲集よりⅠ.Ⅴ.Ⅱ C .ジェルヴェーズ

＆P.アテニャン P.リーヴ 小松明峰高校 石川 金管八重奏 銀賞

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回
羽水高校 福井 打楽器八重奏 金賞

小松高校 石川 打楽器七重奏 銀賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回 高岡商業高校 Cl八重奏 銀賞 タクミズ・ブギ B .スターク
武生商業高校 福井 Cl三重奏 銀賞

【近年の記録】

全日本アンサンブルコンテスト 富山県からの出場団体（大学の部）

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 富山大学吹奏楽団 木管五重奏 銀賞 「５つの管楽器のための小室内楽曲」より Ｐ.ヒンデミット
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 金沢大学 石川 打楽器五重奏 銀賞
2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回 仁愛女子短期大学 福井 Fl四重奏 銀賞
2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 第32回 第43回 金沢大学 石川 打楽器六重奏 銀賞
2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回 北陸支部からの代表はなし 福井大学 福井 Sax四重奏 金賞
2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回

全日本アンサンブルコンテスト 富山県からの出場団体（職場・一般の部）

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場団体 全国大会への出場団体 備考

回数 会場 回数 回数 団体名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 金沢サクソフォンアンサンブル 石川 Sax八重奏 金賞
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 金沢クラリネットアンサンブル 石川 Cl四重奏 金賞
2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回 金沢クラリネットアンサンブル 石川 Sax四重奏 金賞

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 第32回 第43回
射水市役所金管倶楽部 Tb三重奏 銀賞 トリプティークよりⅠ Ｆ.デプレ
ラポール・ウインド
アンサンブル 金管八重奏 銀賞 「幻影」よりⅡ.Ⅰ 小長谷宗一

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回 ラポール・ウインド
アンサンブル 金管八重奏 金賞 忘却の城跡 八木澤教司 福井サクソフォン研究会 福井 Sax八重奏 銅賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第54回
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 銀賞 紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために J.グラステイル
速星☆Friday's 金管八重奏 銅賞 「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ． G.ラングフォード
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西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞

2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回
大門中学校 Fl三重奏 銀賞 「フルートのための三重奏曲」No １ Ａ.Ｔ.ベルビギエ 鯖江中学校は３年連続出場のため休み
氷見南部中学校 Cl四重奏 銀賞 「クラリネット・ラプソディ」 Ｄ.ベネット

2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回
美山中学校 福井 打楽器四重奏 金賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 金賞

2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回
内灘中学校 石川 Cl八重奏 銅賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 銀賞

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール） 第32回 第43回

福野中学校 金管八重奏 銀賞 テレプシコーレ舞曲集よりⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ｍ.プレトリウス 佐藤正人
城山中学校 Fl四重奏 銅賞 フルート四重奏曲よりⅠ.Ⅳ.Ⅵ P.M.デュボア

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回
内灘中学校 石川 Cl四重奏 銅賞
鯖江中学校 福井 Fl三重奏 銀賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回
額中学校 石川 Cl四重奏 銀賞
鯖江中学校 福井 打楽器五重奏 銀賞

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 高岡商業高校 打楽器八重奏 金賞 「そして静けさは森の中へ・・・」 天野　正道 金沢桜ヶ丘高校 石川 Cl八重奏 銀賞
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 高岡商業高校 Cl六重奏 金賞 「クラウナリー・フォア・クラリネッツ」 H .スタルパース 武生東高校 福井 打楽器七重奏 金賞

2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回
富山商業高校 Cl八重奏 金賞 「タクミズ・ブギ」 B .スターク 武生東高校 福井 Fl三重奏 銀賞

高岡商業高校は３年連続全国大会出場のため休み

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール） 第32回 第43回 高岡商業高校 金管八重奏 金賞 フランス・ルネサンス舞曲集よりⅠ.Ⅴ.Ⅱ C .ジェルヴェーズ

＆P.アテニャン P.リーヴ 小松明峰高校 石川 金管八重奏 銀賞

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回
羽水高校 福井 打楽器八重奏 金賞

小松高校 石川 打楽器七重奏 銀賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回 高岡商業高校 Cl八重奏 銀賞 タクミズ・ブギ B .スターク
武生商業高校 福井 Cl三重奏 銀賞

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場校 全国大会への出場校 備考

回数 会場 回数 回数 学校名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 富山大学吹奏楽団 木管五重奏 銀賞 「５つの管楽器のための小室内楽曲」より Ｐ.ヒンデミット
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 金沢大学 石川 打楽器五重奏 銀賞
2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回 仁愛女子短期大学 福井 Fl四重奏 銀賞
2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 第32回 第43回 金沢大学 石川 打楽器六重奏 銀賞
2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回 北陸支部からの代表はなし 福井大学 福井 Sax四重奏 金賞
2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第45回

西　暦
全日本 北陸 富山県 全国大会への出場団体 全国大会への出場団体 備考

回数 会場 回数 回数 団体名 編成 受賞 曲名 作曲者 編曲者 学校名 県 編成 受賞
2006年 （平成18年） 第29回 岩手県民会館 第29回 第40回 金沢サクソフォンアンサンブル 石川 Sax八重奏 金賞
2007年 （平成19年） 第30回 横浜みなとみらいホール 第30回 第41回 金沢クラリネットアンサンブル 石川 Cl四重奏 金賞
2008年 （平成20年） 第31回 さいたま市文化センター 第31回 第42回 金沢クラリネットアンサンブル 石川 Sax四重奏 金賞

2009年 （平成21年） 第32回 富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 第32回 第43回
射水市役所金管倶楽部 Tb三重奏 銀賞 トリプティークよりⅠ Ｆ.デプレ
ラポール・ウインド
アンサンブル 金管八重奏 銀賞 「幻影」よりⅡ.Ⅰ 小長谷宗一

2010年 （平成22年） 第33回 新潟市民芸術文化会館 第33回 第44回 ラポール・ウインド
アンサンブル 金管八重奏 金賞 忘却の城跡 八木澤教司 福井サクソフォン研究会 福井 Sax八重奏 銅賞

2011年 （平成23年） 第34回 鹿児島市民文化ホール 第34回 第54回
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 銀賞 紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために J.グラステイル
速星☆Friday's 金管八重奏 銅賞 「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ． G.ラングフォード
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中部日本吹奏楽連盟

管楽器個人・重奏コンテスト

1967年（昭和42年）１月に「吹奏楽個人コンテスト」として始まり、
1969年（昭和44年）に「重奏部門」が加わる。1989年（平成元年）に「管
楽器個人・重奏コンテスト」と名称を変更し、毎年４月に開催されて現在に
至る。
富山県学校吹奏楽連盟は、2006年４月開催の第18回「個人・重奏コンテス
ト」より富山県代表チームを小学校１チーム、中・高各３チーム、一般１チー
ムを「重奏部門」の本大会に推薦して参加するここととなる。これにともな
い「富山県アンサンブルコンテスト」がその予選となり、第40回「富山県ア
ンサンブルコンテスト」からは、「北陸アンサンブルコンテスト」「個人・重
奏コンテスト」への２つの大会に代表チームが推薦された。
現在参加している県は、福井県、富山県、滋賀県、石川県、岐阜県、三重県、
愛知県、静岡県、長野県の中部９県。本大会は、年度をまたいで開催される
ため行事報告は翌年に行うこととし、メンバーは、学校を卒業しても本大会
に参加することを認めている。

　表彰方法（平成21年現在）は、各部門、優秀賞（Ａ）・優良賞（Ｂ）・
佳良賞（Ｃ）のいずれかとする。また、特別賞として、中学重奏部門
では１位に開催市長賞・ヤマハ賞、２位に中日新聞社賞が授与される。
高校重奏部門では１位に開催県知事賞・ヤマハ賞、２位に開催市教育
委員会賞、３位に中日新聞社賞が、授与される。
　審査員特別賞については、ほぼ３位に当たる団体個人に与えられる
が審査員が特に他の団体個人と言った場合その限りではない。

富山県学校吹奏楽連盟推薦団体の結果

第23回
管楽器個人・重奏コンテスト本大会

日時：２０１１年（平成２３年）
３月26日（土）小学校個人・重奏、中学校個人・重奏
３月27日（日）高校個人・重奏、一般個人・重奏

場所：愛知県・豊田市民文化会館
主催：中部日本吹奏楽連盟、中日新聞社
主管：中部日本吹奏楽連盟名古屋市支部
後援：愛知県、愛知・岐阜・三重・静岡・長野・福井・石川・

富山・滋賀県各県教育委員会
　　　豊田市、豊田市教育委員会
審査員
熱　田　敬　一（元名古屋フィルハーモニー交響楽団・クラリネット奏者）
竹　内　俊　一（兵庫教育大学教授・吹奏楽指導者）
寺　島　陽　介（名古屋フィルハーモニー交響楽団・オーボエ奏者）
野々口　義　典（名古屋フィルハーモニー交響楽団・ホルン奏者）
橋　本　岳　人（名古屋フィルハーモニー交響楽団・フルート奏者）
平　松　久　司（全日本吹奏楽連盟　理事長）
水　谷　　　仁（名古屋フィルハーモニー交響楽団・ホルン奏者）
三　宅　秀　幸（名古屋フィルハーモニー交響楽団・打楽器奏者）
＜小学校の部：重奏＞
南砺市立福野小学校　Cl五重奏 優秀賞（Ａ）
　キラキラ星による変奏曲（森田一浩）

＜中学校の部：重奏＞
南砺市立福野中学校　Sax三重奏 佳良賞（Ｃ）
　サクソフォンのためのトリオ（Ｊ.メイヨー）

高岡市立芳野中学校　Sax四重奏 優秀賞（Ａ）・豊田市教育委員会賞
　「ギリシャ組曲」よりⅡ、Ⅲ、Ⅳ（P.イトゥラルデ）

射水市立小杉中学校　打楽器三重奏 優秀賞（Ａ）
　「トリオ・パー・ウノ」より　1楽章（N.J.ジブコヴィッチ）

富山市立速星中学校　打楽器四重奏 優秀賞（Ａ）
　日本の四季～ 4台のマリンバのための～（中澤道子）

入善町立入善西中学校　Cl五重奏 佳良賞（Ｃ）
　Dance ～クラリネット５本のための～（大島ミチル）

＜高等学校の部：重奏＞
富山県立高岡商業高等学校　金管八重奏 優良賞（Ｂ）
　フランス・ルネサンス舞曲集よりⅠ.Ⅴ.Ⅱ.（C.ジェルヴェーズ＆P.アテニャン）

富山県立大門高等学校　打楽器四重奏 優秀賞（Ａ）・愛知県知事賞・ヤマハ賞
　マリンバ・コンチェルティーノ“サ・ウェーブ”（安倍圭子）

富山県立魚津高等学校　Cl四重奏 優良賞（Ｂ）
　「オーディションのための6つの小品」よりⅠ、Ⅱ、Ⅵ（J.M.ドゥファイ）

富山県立高岡商業高等学校　Cl八重奏 優秀賞（Ａ）
　タクミズブギ（B.スターク）

富山県立高岡南高等学校　Fl四重奏 優良賞（Ｂ）
　「夏山の一日」よりⅠ.牧歌　Ⅱ.急流のほとりにて　Ⅳ.ロンド（Ｅ.ボザ）

＜一般の部：重奏＞
富山市速星☆Friday's　金管八重奏 優秀賞（Ａ）
　「ロンドンの小景」よりⅤ.Ⅵ（G.ラングフォード）

富山県立大門高等学校　打楽器四重奏
愛知県知事賞（１位）を受賞

　写真提供：株式会社フォトクリエイト　
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第 12 回北陸小学校バンドフェスティバル
第29回「 全日本小学校バンドフェスティバル 」 北陸支部予選

第10回「東日本学校吹奏楽大会」コンクール部門
小学校の部への推薦については、北陸吹奏楽コンクー
ルから富山大学人間発達科学部附属小学校校が推薦
された。

富 山 大 学 人 間 発 達 科 学 部 附 属 小 学 校 校 は、 第
26･27･28回全日本小学校バンドフェスティバルへ
北陸支部代表として3年連続出場したため、本年度は
規定により休みとなっている。

なお、北陸吹奏楽連盟の規定により、全日本小学校
バンドフェスティバルと東日本学校吹奏楽大会への
代表は兼ねることができないとされている。
　 　

日時／ 2010年（平成22年）
	 ９月26日（日）13：30～
場所／氷見市ふれあいスポーツセンター
主催／北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社
後援／富山県教育委員会、石川県、石川県教育委員会、
　　　福井県教育委員会、氷見市教育委員会
主管／富山県学校吹奏楽連盟

ff 審査員 ff

木下紘治郎（日本マーチングバンド・バトントワーリング協会　公認指導員）
神代　　修（東京藝術大学　トランペット奏者）
河野　玲子（東邦音楽大学　打楽器奏者）
林田　和之（尚美学園大学　サクソフォン奏者）
米田　正博（全日本吹奏楽連盟　理事）

５団体（富山3、石川１、福井０）	
射水市立新湊小学校　〔指揮：小川真紀子〕 金賞

バンドのための民話
南砺私立福野小学校　〔指揮：水木　　靖〕 金賞・北陸支部代表

ガリバー旅行記よりⅠ小人の国、Ⅱ巨人の国、Ⅳ馬の国

全日本小学校バンドフェスティバル

高岡市立野村小学校　〔指揮：林　奈穂子〕 金賞・北陸支部代表
ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今が
このとき

招待演奏
富山大学人間発達科学部附属小学校　〔指揮：齊藤　貴子〕

仮面舞踏会　ルパン三世のテーマ
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全日本小学校バンドフェスティバル

開　催　日

全日本小学校バンドフエスティバル（第 16 回～第 18 回大会は　  　「マーチングフェスティバル（小学校の部）」として開催） マーチン

グ全国大

会の回数

備考全日本 北陸支部予選
学校 指揮者 賞 曲名

回数 場　所 場　所

1984 年 （昭和 59 年） 第 3 回 兵庫県神戸文化ホール
第 25 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立東部小学校管楽器クラブ 一井　益子
序曲「アパラチア」（Ｊ . バーンズ）

武生市立武生東小学校（福井）
富山市公会堂 スペインの姫君（Ｔ . エバンス 作曲／Ｄ . ハンスバーガー 編曲）

1985 年 （昭和 60 年） 第 4 回 愛知県瀬戸市文化センター
第 26 回北陸吹奏楽コンクール 武生市立武生東小学校（福井）

福井市文化会館 小松市立芦城小学校（石川）

1986 年 （昭和 61 年） 第 5 回 千葉県市川市文化会館
第 27 回北陸吹奏楽コンクール

新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 米谷　和也
組曲「ハーリヤーノシュ」より（Ｚ . コダーイ）

鯖江市立立侍小学校（福井）
金沢市観光会館 恋のカーニバル（モレイラ他／岩井直溥 編曲）

1987 年 （昭和 62 年） 第 6 回 福岡県福岡サンパレス
第 28 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立新庄小学校ブラスバンド部
平井　妙子 バレエ音楽「スパルタクス」よりギリシャの奴隷の踊り（Ａ . ハチャトゥリアン作曲／Ｄ . ハンスバーガー編曲）

武生市立武生東小学校（福井）
富山市公会堂 ほか メリーゴーランド（内山智恵 作曲／佐々木邦雄 編曲）

1988 年 （昭和 63 年） 第 7 回 岩手県民会館
第 29 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立東部小学校管楽器クラブ
土井　和哉 呪文と踊り（J・Ｂ . チャンス）

第 1 回 鯖江市立立侍小学校（福井）
鯖江市文化センター 大坪　史尚 76 本のトロンボーン（Ｍ . ウィルソン 作曲／岩井直溥 編曲）

1989 年 （平成元年） 第 8 回 岡山県岡山市民会館
第 30 回北陸吹奏楽コンクール

金沢市観光会館

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 有馬　淑子 バレエ音楽「ガイーヌ」より導入部、アダージョ、バラの少女たちの踊り、レズギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／林　紀人 編曲）

第 2 回
高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル

長瀬　淳一 海の歌（Ｒ . ミッチェル）

若林　　光 キャラバン（Ｄ . エリントン＆ J. ティゾール 作曲／岩井直溥 編曲）

1990 年 （平成２年） 第 9 回 静岡県浜松アリーナ
第 31 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市民会館

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 有馬　淑子
エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 3 回
マンボ No ５（Ｐ . プラード 作曲／岩井直溥 編曲）

富山市立東部小学校管楽器クラブ 土井　和哉
バレエ音楽「スパルタクス」より３つのダンスエピソード（Ａ . ハチャトゥリアン作曲／Ｄ . ハンスバーガー編曲）

トゥルース（安藤まさひろ 作曲／星出尚志 編曲）

1991 年 （平成３年） 第 10 回 香川県観音寺市民会館
第 32 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立新庄小学校ブラスバンド部
高畠　仁子 バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、アイシャの目覚めと踊り、レスギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／林　紀人 編曲）

第 4 回 加賀市立錦城小学校（石川）
武生市文化センター 小又由美子 ハッピーランド（上野裕貴 作曲／後藤　洋 編曲）

1992 年 （平成４年） 第 11 回
福井県福井市フェニックスプ

ラザ

第 33 回北陸吹奏楽コンクール
富山市立新庄小学校ブラスバンド部

有馬　淑子 「カルメン」より闘牛士、アラゴネーズ、ジプシーの踊り（Ｇ . ビゼー作曲／木村吉宏編曲）
第 5 回

武生市立武生東小学校（福井）

加賀市文化会館 葛島　千秋 Ａ列車で行こう（Ｂ . ストレイホーン 作曲／岩井直溥 編曲） 七塚町立外日角小学校（石川）

1993 年 （平成５年） 第 12 回 茨城県民文化センター
第 34 回北陸吹奏楽コンクール

新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 福山　暁雄
プスタ～４つのジプシー舞曲（Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト）

第 6 回 七塚町立外日角小学校（石川）
新湊市中央文化会館 シング・シング・シング（Ｌ . プリマ 作曲／岩井直溥 編曲）

1994 年 （平成６年） 第 13 回
兵 庫 県 尼 崎 市 ア ル カ イ ッ ク

ホール

第 35 回北陸吹奏楽コンクール
新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 福山　暁雄

吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
第 7 回 七塚町立外日角小学校（石川）

鯖江市文化センター マンボ No ５（Ｐ . プラード 作曲／岩井直溥 編曲）

1995 年 （平成７年） 第 14 回 静岡県アクトシティ浜松
第 36 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸
たなばた（酒井　格）

第 8 回 鯖江市立惜陰小学校（福井）
金沢市観光会館 イン・ザ・ムード（Ｊ . ガーランド）

1996 年 （平成８年） 第 15 回 東京府中の森芸術劇場
第 37 回北陸吹奏楽コンクール

砺波市文化会館

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸
エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 9 回
シング・シング・シング（Ｌ . プリマ 作曲／岩井直溥 編曲）

富山大学教育学部附属小学校シンフォニックバンド 宮崎　新吾
バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、子守歌、レスギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／稲垣卓三 編曲）

スパイ大作戦のテーマ（Ｌ . シフリン 作曲／真島俊夫 編曲）

　　　「小学校バンドフェスティバル」は第 16 回大会より「マーチングコンテスト（小学校の部）」として開催される。　 　支部の代表数は３校とする。表彰は全団体に優秀賞、全体の４分の１程度の団体に「明治生命 GOOD SOUND 賞を贈る。

1997 年 （平成９年） 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

第 38 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸 優秀

おおみそか（酒井　格）

第 10 回

鯖江市立惜陰小学校（福井）
鯖江市文化センター

第 10 回北陸マーチングフェスティバル
サウスランパート・ストリート・パレード（Ｂ . バガード、Ｒ . バデューク作曲／岩井直溥 編曲） 小松市立矢田野小学校（石川）

小杉町総合体育センター

1998 年 （平成 10 年） 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール

第 39 回北陸吹奏楽コンクール
高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸 GS 賞

「吹奏楽のための第５組曲」より（Ａ . リード）

第 11 回 羽咋小学校（石川）
金沢市観光会館 ハリウッド万歳（R.whiting）

第 11 回北陸マーチングフェスティバル
富山市立新庄小学校ブラスバンド部

土井　和哉
優秀 「もののけ姫」より（久石　譲 作曲／岩井直溥 編曲）

小杉町総合体育センター 三栗　祐子

1999 年 （平成 11 年） 第 18 回 神戸・ワールド記念ホール
第 1 回北陸小学校バンドフェスティバル

小杉町総合体育センター

富山大学教育学部附属小学校シンフォニックバンド 宮崎　新吾 優秀
「ロストワールド」「ジェラシックパーク」より（Ｊ . ウイリアムズ作曲／Ｊ . Ｂ ocook、Ｐ . Ｌ avender 編曲）

第 12 回

小松市立今江小学校マーチングバンド

（石川）宝島（和泉宏隆 作曲／真島俊夫 編曲）

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 土井　和哉 優秀 The Phantom Of Opera（Ａ . ウェーバー作曲／西方　彰 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み
　　　　　　「マーチングフェスティバル（小学校の部）」の名称を「小学校バンドフェスティバル」に戻し、マーチングコンテストと別の大会とする。　 　開催回数は以前からの回数に戻し平成 12 年度の大会を 19 回とする。表彰は全団体に優秀賞、特に演奏に優れている団体に GOOD SOUND 賞を贈る。

2000 年 （平成 12 年） 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
第 2 回北陸小学校バンドフェスティバル

小松市総合体育館

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 串田　尚子 優秀
「ロス・ロイ」（Ｊ . デ＝ハーン）

第 13 回
小松市立今江小学校マーチングバンド

（石川）
ブラジル（Ａ . バローゾ 作曲／岩井直溥 編曲）

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 土井　和哉 優秀 「ムーラン 2000」（Ｍ .Wilder 作曲／西方　彰 編曲）

2001 年 （平成 13 年） 第 20 回 神戸・ワールド記念ホール
第 3 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 池田　宗介 優秀 エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 14 回
小松市立矢田野小学校（石川）

福井市体育館 福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 「リクディム」１・３・４楽章（J. ヴァン = デル = ロースト） 新庄小学校は３年連続出場のため休み

2002 年 （平成 14 年） 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール
第 4 回北陸小学校バンドフェスティバル

氷見市ふれあいスポーツセンター

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 池田　宗介 優秀 伝説のアイルランド（Ｒ・Ｗ . スミス）

第 15 回福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 GS 賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂ . チャンス）

富山市立新庄小学校シャイニングブラスバンド 田村千佳子 優秀 THE LION KING

2003 年 （平成 15 年） 第 22 回 神戸・ワールド記念ホール
第 5 回北陸小学校バンドフェスティバル

氷見市ふれあいスポーツセンター

福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 カルメン・ファンタジー（Ｇ . ビゼー作曲／鈴木英史 編曲）
第 16 回

金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

富山市立新庄小学校新庄シャイニングブラスバンド 田村千佳子 優秀 ウエスト・サイド・ストーリー（Ｌ . バーンスタイン 作曲／西方　彰 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み

2004 年 （平成 16 年） 第 23 回 幕張メッセ・イベントホール
第 6 回北陸小学校バンドフェスティバル

加賀市スポーツセンター

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 GS 賞 シンフォニック・ソリチュード（鍋嶋　豊）
第 17 回

金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

富山大学教育学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 優秀 リバーダンス（Ｂ . ウィーラン） 福野小学校は３年連続出場のため休み

2005 年 （平成 17 年） 第 24 回 大阪府・大阪城ホール
第 7 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 優秀 喜歌劇「小鳥売りセレクション」（Ｃ . ツェラー 作曲、鈴木英史 編曲）

第 18 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド

（石川）氷見市ふれあいスポーツセンター 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 GS 賞 ミュージカル「ミス・サイゴン」より序曲、我が心の夢、サンゴン陥落、今がこのとき（Ｃ = Ｍ . シェーンベルグ作曲／Ｊ . デ・メイ編曲）

2006 年 （平成 18 年） 第 25 回 幕張メッセ・イベントホール
第 8 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 GS 賞 組曲「ダンテの神曲」～地獄編～（Ｒ・Ｗ . スミス）

第 19 回
小松市立矢田野小学校（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 喜歌劇「微笑みの国セレクション」（Ｆ . レハール 作曲、鈴木英史 編曲） 泉野小学校は３年連続出場のため休み

表彰が金賞・銀賞・銅賞となる

2007 年 （平成 19 年） 第 26 回 大阪府・大阪城ホール
第 9 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 金賞 バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、子守歌、収穫祭（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／中原達彦、稲垣卓三編曲）

第 20 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 銀賞 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ . レハール 作曲／鈴木英史 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み

2008 年 （平成 20 年） 第 27 回 幕張メッセ・イベントホール
第 10 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 銀賞 組曲「道化師」よりⅡギャロップ　Ⅴパントマイム　Ⅶリトルリリカルシーン　Ⅹエピローグ

第 21 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 水木　　靖 銀賞 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

2009 年 （平成 21 年） 第 28 回 大阪府・大阪城ホール
第 11 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 銀賞 トゥーランドット

第 22 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 高岡市立野村小学校吹奏楽部 林　奈穂子 銀賞 日本の旋律による三つの情景 福野小学校は３年連続出場のため休み

2010 年 （平成 22 年） 第 29 回 大阪府・大阪城ホール
第 12 回北陸小学校バンドフェスティバル 南砺市立福野小学校 水木　　靖 銅賞 ガリバー旅行記よりⅠ小人の国、Ⅱ巨人の国、Ⅳ馬の国

第 23 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 高岡市立野村小学校吹奏楽部 林　奈穂子 銅賞 ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき 富山大学人間発達科学部附属小学校は３年連続出場のため休み
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開　催　日

全日本小学校バンドフエスティバル（第 16 回～第 18 回大会は　  　「マーチングフェスティバル（小学校の部）」として開催） マーチン

グ全国大

会の回数

備考全日本 北陸支部予選
学校 指揮者 賞 曲名

回数 場　所 場　所

1984 年 （昭和 59 年） 第 3 回 兵庫県神戸文化ホール
第 25 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立東部小学校管楽器クラブ 一井　益子
序曲「アパラチア」（Ｊ . バーンズ）

武生市立武生東小学校（福井）
富山市公会堂 スペインの姫君（Ｔ . エバンス 作曲／Ｄ . ハンスバーガー 編曲）

1985 年 （昭和 60 年） 第 4 回 愛知県瀬戸市文化センター
第 26 回北陸吹奏楽コンクール 武生市立武生東小学校（福井）

福井市文化会館 小松市立芦城小学校（石川）

1986 年 （昭和 61 年） 第 5 回 千葉県市川市文化会館
第 27 回北陸吹奏楽コンクール

新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 米谷　和也
組曲「ハーリヤーノシュ」より（Ｚ . コダーイ）

鯖江市立立侍小学校（福井）
金沢市観光会館 恋のカーニバル（モレイラ他／岩井直溥 編曲）

1987 年 （昭和 62 年） 第 6 回 福岡県福岡サンパレス
第 28 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立新庄小学校ブラスバンド部
平井　妙子 バレエ音楽「スパルタクス」よりギリシャの奴隷の踊り（Ａ . ハチャトゥリアン作曲／Ｄ . ハンスバーガー編曲）

武生市立武生東小学校（福井）
富山市公会堂 ほか メリーゴーランド（内山智恵 作曲／佐々木邦雄 編曲）

1988 年 （昭和 63 年） 第 7 回 岩手県民会館
第 29 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立東部小学校管楽器クラブ
土井　和哉 呪文と踊り（J・Ｂ . チャンス）

第 1 回 鯖江市立立侍小学校（福井）
鯖江市文化センター 大坪　史尚 76 本のトロンボーン（Ｍ . ウィルソン 作曲／岩井直溥 編曲）

1989 年 （平成元年） 第 8 回 岡山県岡山市民会館
第 30 回北陸吹奏楽コンクール

金沢市観光会館

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 有馬　淑子 バレエ音楽「ガイーヌ」より導入部、アダージョ、バラの少女たちの踊り、レズギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／林　紀人 編曲）

第 2 回
高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル

長瀬　淳一 海の歌（Ｒ . ミッチェル）

若林　　光 キャラバン（Ｄ . エリントン＆ J. ティゾール 作曲／岩井直溥 編曲）

1990 年 （平成２年） 第 9 回 静岡県浜松アリーナ
第 31 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市民会館

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 有馬　淑子
エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 3 回
マンボ No ５（Ｐ . プラード 作曲／岩井直溥 編曲）

富山市立東部小学校管楽器クラブ 土井　和哉
バレエ音楽「スパルタクス」より３つのダンスエピソード（Ａ . ハチャトゥリアン作曲／Ｄ . ハンスバーガー編曲）

トゥルース（安藤まさひろ 作曲／星出尚志 編曲）

1991 年 （平成３年） 第 10 回 香川県観音寺市民会館
第 32 回北陸吹奏楽コンクール

富山市立新庄小学校ブラスバンド部
高畠　仁子 バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、アイシャの目覚めと踊り、レスギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／林　紀人 編曲）

第 4 回 加賀市立錦城小学校（石川）
武生市文化センター 小又由美子 ハッピーランド（上野裕貴 作曲／後藤　洋 編曲）

1992 年 （平成４年） 第 11 回
福井県福井市フェニックスプ

ラザ

第 33 回北陸吹奏楽コンクール
富山市立新庄小学校ブラスバンド部

有馬　淑子 「カルメン」より闘牛士、アラゴネーズ、ジプシーの踊り（Ｇ . ビゼー作曲／木村吉宏編曲）
第 5 回

武生市立武生東小学校（福井）

加賀市文化会館 葛島　千秋 Ａ列車で行こう（Ｂ . ストレイホーン 作曲／岩井直溥 編曲） 七塚町立外日角小学校（石川）

1993 年 （平成５年） 第 12 回 茨城県民文化センター
第 34 回北陸吹奏楽コンクール

新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 福山　暁雄
プスタ～４つのジプシー舞曲（Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト）

第 6 回 七塚町立外日角小学校（石川）
新湊市中央文化会館 シング・シング・シング（Ｌ . プリマ 作曲／岩井直溥 編曲）

1994 年 （平成６年） 第 13 回
兵 庫 県 尼 崎 市 ア ル カ イ ッ ク

ホール

第 35 回北陸吹奏楽コンクール
新湊市立新湊小学校管楽器クラブ 福山　暁雄

吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
第 7 回 七塚町立外日角小学校（石川）

鯖江市文化センター マンボ No ５（Ｐ . プラード 作曲／岩井直溥 編曲）

1995 年 （平成７年） 第 14 回 静岡県アクトシティ浜松
第 36 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸
たなばた（酒井　格）

第 8 回 鯖江市立惜陰小学校（福井）
金沢市観光会館 イン・ザ・ムード（Ｊ . ガーランド）

1996 年 （平成８年） 第 15 回 東京府中の森芸術劇場
第 37 回北陸吹奏楽コンクール

砺波市文化会館

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸
エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 9 回
シング・シング・シング（Ｌ . プリマ 作曲／岩井直溥 編曲）

富山大学教育学部附属小学校シンフォニックバンド 宮崎　新吾
バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、子守歌、レスギンカ舞曲（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／稲垣卓三 編曲）

スパイ大作戦のテーマ（Ｌ . シフリン 作曲／真島俊夫 編曲）

　　　「小学校バンドフェスティバル」は第 16 回大会より「マーチングコンテスト（小学校の部）」として開催される。　 　支部の代表数は３校とする。表彰は全団体に優秀賞、全体の４分の１程度の団体に「明治生命 GOOD SOUND 賞を贈る。

1997 年 （平成９年） 第 16 回 神戸・ワールド記念ホール

第 38 回北陸吹奏楽コンクール

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸 優秀

おおみそか（酒井　格）

第 10 回

鯖江市立惜陰小学校（福井）
鯖江市文化センター

第 10 回北陸マーチングフェスティバル
サウスランパート・ストリート・パレード（Ｂ . バガード、Ｒ . バデューク作曲／岩井直溥 編曲） 小松市立矢田野小学校（石川）

小杉町総合体育センター

1998 年 （平成 10 年） 第 17 回 幕張メッセ・イベントホール

第 39 回北陸吹奏楽コンクール
高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 今井　恭幸 GS 賞

「吹奏楽のための第５組曲」より（Ａ . リード）

第 11 回 羽咋小学校（石川）
金沢市観光会館 ハリウッド万歳（R.whiting）

第 11 回北陸マーチングフェスティバル
富山市立新庄小学校ブラスバンド部

土井　和哉
優秀 「もののけ姫」より（久石　譲 作曲／岩井直溥 編曲）

小杉町総合体育センター 三栗　祐子

1999 年 （平成 11 年） 第 18 回 神戸・ワールド記念ホール
第 1 回北陸小学校バンドフェスティバル

小杉町総合体育センター

富山大学教育学部附属小学校シンフォニックバンド 宮崎　新吾 優秀
「ロストワールド」「ジェラシックパーク」より（Ｊ . ウイリアムズ作曲／Ｊ . Ｂ ocook、Ｐ . Ｌ avender 編曲）

第 12 回

小松市立今江小学校マーチングバンド

（石川）宝島（和泉宏隆 作曲／真島俊夫 編曲）

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 土井　和哉 優秀 The Phantom Of Opera（Ａ . ウェーバー作曲／西方　彰 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み
　　　　　　「マーチングフェスティバル（小学校の部）」の名称を「小学校バンドフェスティバル」に戻し、マーチングコンテストと別の大会とする。　 　開催回数は以前からの回数に戻し平成 12 年度の大会を 19 回とする。表彰は全団体に優秀賞、特に演奏に優れている団体に GOOD SOUND 賞を贈る。

2000 年 （平成 12 年） 第 19 回 幕張メッセ・イベントホール
第 2 回北陸小学校バンドフェスティバル

小松市総合体育館

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 串田　尚子 優秀
「ロス・ロイ」（Ｊ . デ＝ハーン）

第 13 回
小松市立今江小学校マーチングバンド

（石川）
ブラジル（Ａ . バローゾ 作曲／岩井直溥 編曲）

富山市立新庄小学校ブラスバンド部 土井　和哉 優秀 「ムーラン 2000」（Ｍ .Wilder 作曲／西方　彰 編曲）

2001 年 （平成 13 年） 第 20 回 神戸・ワールド記念ホール
第 3 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 池田　宗介 優秀 エル・カミーノ・レアル（Ａ . リード）

第 14 回
小松市立矢田野小学校（石川）

福井市体育館 福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 「リクディム」１・３・４楽章（J. ヴァン = デル = ロースト） 新庄小学校は３年連続出場のため休み

2002 年 （平成 14 年） 第 21 回 幕張メッセ・イベントホール
第 4 回北陸小学校バンドフェスティバル

氷見市ふれあいスポーツセンター

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 池田　宗介 優秀 伝説のアイルランド（Ｒ・Ｗ . スミス）

第 15 回福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 GS 賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂ . チャンス）

富山市立新庄小学校シャイニングブラスバンド 田村千佳子 優秀 THE LION KING

2003 年 （平成 15 年） 第 22 回 神戸・ワールド記念ホール
第 5 回北陸小学校バンドフェスティバル

氷見市ふれあいスポーツセンター

福野町立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 カルメン・ファンタジー（Ｇ . ビゼー作曲／鈴木英史 編曲）
第 16 回

金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

富山市立新庄小学校新庄シャイニングブラスバンド 田村千佳子 優秀 ウエスト・サイド・ストーリー（Ｌ . バーンスタイン 作曲／西方　彰 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み

2004 年 （平成 16 年） 第 23 回 幕張メッセ・イベントホール
第 6 回北陸小学校バンドフェスティバル

加賀市スポーツセンター

高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 GS 賞 シンフォニック・ソリチュード（鍋嶋　豊）
第 17 回

金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

富山大学教育学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 優秀 リバーダンス（Ｂ . ウィーラン） 福野小学校は３年連続出場のため休み

2005 年 （平成 17 年） 第 24 回 大阪府・大阪城ホール
第 7 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 優秀 喜歌劇「小鳥売りセレクション」（Ｃ . ツェラー 作曲、鈴木英史 編曲）

第 18 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド

（石川）氷見市ふれあいスポーツセンター 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 GS 賞 ミュージカル「ミス・サイゴン」より序曲、我が心の夢、サンゴン陥落、今がこのとき（Ｃ = Ｍ . シェーンベルグ作曲／Ｊ . デ・メイ編曲）

2006 年 （平成 18 年） 第 25 回 幕張メッセ・イベントホール
第 8 回北陸小学校バンドフェスティバル 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル 土合　　泉 GS 賞 組曲「ダンテの神曲」～地獄編～（Ｒ・Ｗ . スミス）

第 19 回
小松市立矢田野小学校（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 優秀 喜歌劇「微笑みの国セレクション」（Ｆ . レハール 作曲、鈴木英史 編曲） 泉野小学校は３年連続出場のため休み

表彰が金賞・銀賞・銅賞となる

2007 年 （平成 19 年） 第 26 回 大阪府・大阪城ホール
第 9 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 金賞 バレエ音楽「ガイーヌ」より剣の舞、子守歌、収穫祭（Ａ . ハチャトゥリアン 作曲／中原達彦、稲垣卓三編曲）

第 20 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 西村　絹子 銀賞 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ . レハール 作曲／鈴木英史 編曲） 野村小学校は３年連続出場のため休み

2008 年 （平成 20 年） 第 27 回 幕張メッセ・イベントホール
第 10 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 銀賞 組曲「道化師」よりⅡギャロップ　Ⅴパントマイム　Ⅶリトルリリカルシーン　Ⅹエピローグ

第 21 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 南砺市立福野小学校管楽器クラブ 水木　　靖 銀賞 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

2009 年 （平成 21 年） 第 28 回 大阪府・大阪城ホール
第 11 回北陸小学校バンドフェスティバル 富山大学人間発達科学部附属小学校吹奏楽部 齋藤　貴子 銀賞 トゥーランドット

第 22 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 高岡市立野村小学校吹奏楽部 林　奈穂子 銀賞 日本の旋律による三つの情景 福野小学校は３年連続出場のため休み

2010 年 （平成 22 年） 第 29 回 大阪府・大阪城ホール
第 12 回北陸小学校バンドフェスティバル 南砺市立福野小学校 水木　　靖 銅賞 ガリバー旅行記よりⅠ小人の国、Ⅱ巨人の国、Ⅳ馬の国

第 23 回
金沢市立泉野小学校マーチングバンド（石川）

氷見市ふれあいスポーツセンター 高岡市立野村小学校吹奏楽部 林　奈穂子 銅賞 ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき 富山大学人間発達科学部附属小学校は３年連続出場のため休み
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第12回北陸小学校バンドフェスティバル　小学校部門　2010年（平成22年）９月26日（日）氷見市ふれあいスポーツセンター
高岡市立野村小学校　指揮：林　奈穂子
※野村小学校は第 29 回全日本小学校バンドフェスティバルに北陸支部代表として通算 13 回の出場を果たし、銅賞を受賞

第12回北陸小学校バンドフェスティバル　小学校部門　2010年（平成22年）９月26日（日）氷見市ふれあいスポーツセンター
南砺市立福野小学校　指揮：水木　靖
※福野小学校は第 29 回全日本小学校バンドフェスティバルに北陸支部代表として、通算７回目の出場を果たし、銅賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ
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中部日本吹奏楽コンクール
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第 53 回 中部日本吹奏楽コンクール富山県大会
射水市立小杉中学校は２年連続で代表になったため、今年度は出

場していない。

　 　
日時／ 2010年（平成22年）
	 ７月31日（土）９：３０～　中学校小編成
	 ８月	１	日（日）９：３０～　中学校大編成
	 	 	 　　　　 高等学校小編成
	 	 	 　　　　 高等学校大編成
	 	 	 　　　　 フェスティバル
場所／砺波市文化会館
主催／中部日本吹奏楽連盟富山支部
　　　富山県学校吹奏楽連盟・中日新聞社
後援／富山県教育委員会・砺波市教育委員会

ff 課題曲 ff

Ａ：錨をあげて（Ｃ.ツィンマーマン）
Ｂ：国民の象徴（Ｅ.Ｅ.バグリー）
Ｃ：フローレンス行進曲（Ｊ.フチーク）
Ｄ：美中の美（Ｊ.Ｐ.スーザ）
Ｅ：ジュピター（Ｊ.ヴァン＝デル＝ロースト）

ff 審査員 ff

酒井　　敦（東京藝術大学指揮科非常勤講師　指揮者）
杉山　眞彦（東京フィルハーモニー交響楽団　トランペット奏者）
南方　総子（東京都交響楽団　オーボエ奏者）
延原　弘明（大阪市音楽団　クラリネット奏者）
山口多嘉子（東京佼成ウインドオーケストラ　打楽器奏者）

中学校小編成　７月31日（土）　９：３０～	
1 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞

課Ｃ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿　より　Ⅱ．ロマンティック・インタルード、
Ⅲ．ハッピー・エンディング（M.アーノルド・P.F.ウェブスター／瀬尾　宗利）

2 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：パシフィカ（R.バックリー）

3 朝日町立朝日中学校 〔指揮：魚津　基子〕金賞代表
課Ｄ＆自由曲：アンダンルシア組曲　より　ヒタネリアス、アンダルシア、
マラゲーニャ（E.レクオーナ／高木　登古）

4 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕金賞代表
課D＆自由曲：小組曲　より　Ⅰ．小舟にて、Ⅳ．バレエ（C.ドビュッシー／森田　一浩）

5 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銅賞
課Ｄ＆自由曲：ケルトの叫び　より　Ⅰ．ナイトメア、Ⅱ．シューラ・ルーシ、
Ⅲ．ブレイクアウト（R.ハーディマン／ P.グラハム）

6 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：喜びの音楽を奏でて（J.スウェアリンジェン）

7 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／淀　彰）

8 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：ミュージカル「ミス・サイゴン」　より　序奏、我が心の夢、サイゴン陥落、
今がこのとき（C.M.シェーンベルク／宍倉　晃）

9 黒部市立高志野中学校 〔指揮：辻　　幸恵〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）

10 南砺市立井口中学校 〔指揮：利　　涼子〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：こどもの生活　より　掛け時計、野外での舞踏曲、グランド・パレード
（T.クラック／山本　教生）

11 南砺市立城端中学校 〔指揮：下村　知絵〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：ブレント・ウッド・パス（J.ウィリアムス）

12 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：「斑鳩の空」　より　夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空（櫛田　月失之扶）

13 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：清水　　毅〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：カルメン・ファンタジー（G.ビゼー／鈴木　英史）

14 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：ティンバー・シティー・トリロジー（M.ウィリアムス）

15 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：ケルト・ラプソディー　より　Ⅰ．マーチ、Ⅱ．エア、Ⅲ．リール
（ケルト民謡／建部　知弘）

16 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端　由美〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー（P.I.チャイコフスキー／後藤　洋）

17 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銅賞
課Ｄ＆自由曲：星の天使～クレーの天使達に寄せて～（福島　弘和）

18 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

19 南砺市立福光中学校 〔指揮：山田　　誠〕金賞代表
課Ｄ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）

20 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

21 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：砂土居良江〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹（八木澤　教司）

22 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：交響的前奏曲「ポローニア」（E.エルガー／山本　教生）

23 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 金賞
課Ａ＆自由曲：喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

24 高岡市立五位中学校 〔指揮：川合真知子〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／石毛　里佳）

25 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：吹奏楽のための第１組曲　変ホ長調　より　Ⅰ．シャコンヌ、Ⅲ．マーチ
（G.ホルスト）

26 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

27 砺波市立庄川中学校 〔指揮：往蔵　直美〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」（八木澤　教司）

中学校大編成　８月１日（日）　９：３０～	
1 射水市立射北中学校 〔指揮：竹内　文恵〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：二つの交響的断章　より　Ⅱ（V.ネリベル）
2 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）
3 射水市立小杉南中学校 〔指揮：寺　みつる〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）
4 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 金賞

課Ｄ＆自由曲：魔法使いの弟子（P.デュカス／ M.ハインズレー）
5 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞代表

課Ａ＆自由曲：科戸の鵲巣～吹奏楽のための祝典序曲～（中橋　愛生）
6 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：道化師の朝の歌（M.ラヴェル／渡部　謙一）
7 南砺市立福野中学校 〔指揮：今井　幸代〕金賞代表

課Ａ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）
8 上市町立上市中学校 〔指揮：飛弾野洋一〕 銅賞

課Ａ＆自由曲：交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
9 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：海の男達の歌（R.W.スミス）
10 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞

課Ｄ＆自由曲：ノアの方舟（樽屋　雅徳）

高等学校小編成　８月１日（日）　１３：１５～	
1 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：管楽器のための「古典幻想曲」（伊藤　康英）
2 富山県立高岡工芸高等学校〔指揮：加藤　祐行〕金賞代表

課Ａ＆自由曲：シバの女王ベルキス　より　Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ（O.レスピーギ／小長谷　宗一）
3 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銅賞

課Ｄ＆自由曲：いつも風　巡り会う空（福島　弘和）
4 富山県立富山北部高等学校〔指揮：伊東　康孝〕 銅賞

課Ｂ＆自由曲：交響詩曲「西遊記」（福島　弘和）
5 富山県立石動高等学校 〔指揮：松　　清志〕 銀賞

課Ｄ＆自由曲：マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）
6 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ノアの方舟（樽屋　雅徳）
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7 富山県立南砺総合高等学校
井波高等学校

〔指揮：林　　和宏〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：天空への挑戦（R.W.スミス）

高等学校大編成　８月１日（日）　１５：３０～	
1 富山県立富山高等学校 〔指揮：高野　昭夫〕 金賞

課Ｄ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）
2 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕金賞代表

課Ｄ＆自由曲：翡翠　より　Ⅰ．雨上がりに、Ⅱ．焔の如く輝き（J.マッキー）

3 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：バレエ音楽「ダフニスとクロエ」　より　無言劇、全員の踊り（M.ラヴェル
／ M.ハインズレー）

4 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：スラヴ行進曲（P.I.チャイコフスキー／ L.P.ラヴェンダー）

フェスティバル　８月１日（日）　１６：３０～	
1 ムジカ・グラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕金賞代表

課Ｄ＆自由曲：交響曲第４番　より　Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（M.アーノルド／瀬尾　宗利）

第53回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会中学校大編成　2010年（平成22年）８月1日（日）砺波市文化会館
射水市立大門中学校　指揮：加納佑成
※大門中学校は中部日本吹奏楽コンクール本大会に富山県代表として２年連続通算７回目の出場を果たし、優勝を受賞。

　写真提供：株式会社フォトクリエイト　
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中部日本吹奏楽連盟コンクール、コンテストの変遷

西　暦
本大会 富山県大会 個人・重奏コンテスト

コンクール規定の変遷 備考
回数 会場（大編成の部） 会場（小編成の部） 回数 会場 個人 重奏 会場

2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 金沢市観光会館 第 49 回 砺波市文化会館 第 18 回 稲沢市民会館大ホール
富山県アンサンブルコンテスト（全日本アンサンブルコンテスト予選）が個人・重奏コンテストの予選を兼ね、富

山県より推薦したチームが本大会に初参加する。
中部日本吹奏楽連盟 50 周年

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 アクトシティ浜松    豊田市民文化会館 第 50 回 新川文化ホール 第 19 回 浜松市教育文化会館
コンクールは第 50 回大会を記念して、各部門（フェスティバル部門を除く）で各県の代表が１校増加。本大会を

大編成２日間、小編成 2 日間で開催。
富山県学校吹奏楽連盟 50 周年

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい） 第 51 回 新川文化ホール 第 20 回 羽島市文化センター

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 岐阜県羽島市文化センター 第 52 回 新川文化ホール 第 21 回 ひこね市文化プラザ
本大会より本大会が３日間開催となることにともない、今年度より各県大会において中学校大編成・小編成の県代

表数が１団体増加した。

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 アクトシティ浜松 第 53 回 砺波市文化会館 第 22 回

中部日本吹奏楽コンクール課題曲一覧

西　暦 回数
指定自由曲Ａ 課題曲 課題曲

中学 高校・大学・職場・一般 課題曲Ａ 課題曲Ｂ 課題曲Ｂ 課題曲Ｃ 課題曲Ｄ 課題曲 E

2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 ディズニーマジカルマーチ Ｅ . オスタリング編 セレモニアルマーチ 坂井貴祐 キングコットン Ｊ・Ｐ . スーザ ライツアウト Ｅ・Ｅ . マッコイ

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 海兵隊 Ｊ・Ｍ . フルトン ナイルの守り Ｋ . アルフォード キングコットン Ｊ・Ｐ . スーザ ライツアウト Ｅ・Ｅ . マッコイ

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 海兵隊 Ｊ・Ｍ . フルトン ナイルの守り Ｋ . アルフォード 星条旗よ永遠なれ Ｊ・Ｐ . スーザ ブルー・インパルス 斎藤　高順 ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 錨をあげて Ｃ．ツィンマーマン 国民の象徴 Ｅ．Ｅ．バグレー 星条旗よ永遠なれ Ｊ・Ｐ . スーザ ブルー・インパルス 斎藤　高順 ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 錨を上げて Ｃ．ツィンマーマン 国民の象徴 Ｅ．Ｅ．バグレー フローレンス行進曲 フチーク 美中の美 スーザ ジュピター（中部日本吹奏楽連盟 50 周年記念委嘱曲 ） Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

【近年の記録】

中部日本吹奏楽コンクール本大会　富山県からの出場団体（中学の部）

西　暦
本大会 中学の部（大編成）　 中学の部（小編成）

回数 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課

2006 年（平成18年）第 49 回 福野中学校 大坪　　建 優勝　神納杯 バレエ音楽「白鳥の湖」より１･18･29（Ｐ . チャイコフスキー） Ｃ
小杉南中学校 長谷川　香 準優勝 元禄（櫛田月失之扶） Ｃ

氷見南部中学校 廣瀬ふみ子 優勝　文部科学大臣奨励賞 スティークオンハードロック（Ｄ . ホルシンガー） Ｄ

2007 年（平成19年）第 50 回
福野中学校 大坪　　建 優勝　神納杯 オセロよりⅠ . Ⅲ . Ⅳ（Ａ . リード） Ａ

福光中学校 山田　　誠 優勝　審査員特別賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂチャンス） Ｂ

西條中学校 廣瀬ふみ子 優勝　文部科学大臣奨励賞 ブルージェイズ（Ｆ . ティケリ） Ｄ

滑川中学校 直井　美幸 優勝　中日新聞社賞 交響詩「ローマの祭り」よりⅡ . Ⅲ . Ⅳ（Ｏ . レスピーギ） Ｂ 小杉南中学校 長谷川　香 優勝　中日新聞社賞 コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラブソディ（Ｐ . ウィリアムズ） Ｂ

2008 年（平成20年）第 51 回 小杉中学校 竹内　文恵 優勝　神納杯 プラトンの洞窟からの脱出（S. メリロ） Ｂ
戸出中学校 村田　幸子 優勝　中日新聞社賞 「鳳凰」～仁愛鳥譜（鈴木英史） Ｃ

南星中学校 橘　　恭幸 優勝 リヴァー・ダンス（Ｂ . ウィーラン／ G. バイテンハイス） Ｂ

2009 年（平成21年）第 52 回

大門中学校 加納　佑成 優秀賞 アルメニアン・ダンス　パートⅠ（A. リード） Ａ 南星中学校 山田　喜博 準優勝 バレエ音楽「エジプト舞曲」　よりⅠ，Ⅱ，Ⅳ（A. ルイジーニ・L.P. ローレンドー） Ｃ

小杉中学校 長谷川　香 優勝
交響曲第１番「ギルガメッシュ」　よりⅡ・巨人の戦い，
Ⅲ・森の冒険（B. アッペルモント）

Ｂ
戸出中学校 三善智妃呂 優勝 サウンド・バリア（M. アーノルド） Ｂ

西條中学校 山﨑　伸久 準優勝 大阪俗謡による幻想曲（大栗　裕・辻井清幸） Ｃ

2010 年（平成22年）第 53 回
福野中学校 今井　幸代 優勝　神納杯 喜歌劇「こうもり」セレクション（J. シュトラウスⅡ世） Ａ

福光中学校 山田　　誠 優勝　中日新聞社 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂチャンス） Ｄ

庄西中学校 松坂　成規 優勝 「小組曲」より～Ⅰ小舟にて　Ⅳバレエ（C. ドビュッシー） Ｄ

大門中学校 加納　佑成 優勝 科戸の鵲－吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生） Ａ 朝日中学校 魚津　基子 準優勝 「アンダルシア組曲より」ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ（E. レクオーナ／高木　登古） Ｄ

中部日本吹奏楽コンクール本大会　富山県からの出場団体（高校の部）

西　暦
本大会 高校の部（大編成） 高校の部（小編成）

回数 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課

2006 年（平成18年）第 49 回 南砺総合福野高校 山田　慶太 準優勝 自由の鐘は空に渡る（鈴木英史） Ｃ 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　中日新聞社賞 古代へのオマージュ～万葉の郷より～（立原　勇） Ａ

2007 年（平成19年）第 50 回
富山商業高校 芹川　拓也 優勝 祝典序曲（Ｄ . ショスタコーヴィチ） Ｂ 高岡工芸高校 加藤　祐行 準優勝 祈りⅧ　～すべてのものたちへ～（立原　勇） Ｃ

新湊高校 小坪　裕子 準優勝　審査員特別賞 バレエ音楽「ガイーヌ」（Ａ . ハチャトゥリアン） Ｂ 富山北部高校 西園エリ子 準優勝　審査員特別賞 民衆を導く自由の女神（樽屋雅徳） Ｂ

2008 年（平成20年）第 51 回 高岡工芸高校 加藤　祐行 奨励賞 カルミナブラーナより ４･ ８･10･13（Ｃ . オルフ） Ａ 富山北部高校 西園エリ子 準優勝 交響曲詩曲「走れメロス」（福島弘和） Ａ

2009 年（平成21年）第 52 回 富山商業高校 鍜治　伸也 優勝 ハートビート・オブ・ザ・ジェオ（建部　知弘） Ｃ 大門高校 芹川　拓也 優勝　神納杯 ケルト民謡による組曲　より　Ⅰ・マーチ，Ⅱ・エア，Ⅲ・リール（ケルト民謡・建部知弘） Ｃ

2010 年（平成22年）第 53 回 新湊高校 小坪　裕子 優勝 「翡翠」よりⅠ雨上がりにⅡ焰の如く輝き（J. マッキー） A 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　神納杯 シバの女王ベルキスよりⅡ、Ⅰ、Ⅳ（O. レスピーギ） Ａ

中部日本吹奏楽コンクール本大会　富山県からの出場団体（一般の部・フェスティバルの部）

西　暦
本大会 職場・団体・一般の部（フェスティバル） 職場・団体・一般の部（フェスティバル）

回数 団体名 指揮者 受賞 自由曲 課題曲
2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 ウインドアンサンブル「一期一会」 堀　　義之 奨励賞 スピリチュアル プラネット（鋒山　亘） Ｄ

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 ムジカグラート氷見 扇谷　孝代 奨励賞 ① シェナンドー　②ブルーシェイズ（Ｆ . ティケリ） Ｄ

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 富山ミナミ吹奏楽団 牧野　　誠 奨励賞 交響曲第 0 番より　Ⅰ . Ⅱ . Ⅳ（B. ピークル） Ｃ

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 ムジカグラート氷見 廣瀬ふみ子 奨励賞 トッカータとフーガ　ニ短調（J.S. バッハ・E. ライゼン） Ｃ

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 交響曲第 4 番より　Ⅰ . Ⅲ . Ⅳ楽章（M. アーノルド） Ｄ
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西　暦
本大会 富山県大会 個人・重奏コンテスト

コンクール規定の変遷 備考
回数 会場（大編成の部） 会場（小編成の部） 回数 会場 個人 重奏 会場

2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 金沢市観光会館 第 49 回 砺波市文化会館 第 18 回 稲沢市民会館大ホール
富山県アンサンブルコンテスト（全日本アンサンブルコンテスト予選）が個人・重奏コンテストの予選を兼ね、富

山県より推薦したチームが本大会に初参加する。
中部日本吹奏楽連盟 50 周年

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 アクトシティ浜松    豊田市民文化会館 第 50 回 新川文化ホール 第 19 回 浜松市教育文化会館
コンクールは第 50 回大会を記念して、各部門（フェスティバル部門を除く）で各県の代表が１校増加。本大会を

大編成２日間、小編成 2 日間で開催。
富山県学校吹奏楽連盟 50 周年

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい） 第 51 回 新川文化ホール 第 20 回 羽島市文化センター

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 岐阜県羽島市文化センター 第 52 回 新川文化ホール 第 21 回 ひこね市文化プラザ
本大会より本大会が３日間開催となることにともない、今年度より各県大会において中学校大編成・小編成の県代

表数が１団体増加した。

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 アクトシティ浜松 第 53 回 砺波市文化会館 第 22 回

西　暦 回数
指定自由曲Ａ 課題曲 課題曲

中学 高校・大学・職場・一般 課題曲Ａ 課題曲Ｂ 課題曲Ｂ 課題曲Ｃ 課題曲Ｄ 課題曲 E

2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 ディズニーマジカルマーチ Ｅ . オスタリング編 セレモニアルマーチ 坂井貴祐 キングコットン Ｊ・Ｐ . スーザ ライツアウト Ｅ・Ｅ . マッコイ

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 海兵隊 Ｊ・Ｍ . フルトン ナイルの守り Ｋ . アルフォード キングコットン Ｊ・Ｐ . スーザ ライツアウト Ｅ・Ｅ . マッコイ

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 海兵隊 Ｊ・Ｍ . フルトン ナイルの守り Ｋ . アルフォード 星条旗よ永遠なれ Ｊ・Ｐ . スーザ ブルー・インパルス 斎藤　高順 ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 錨をあげて Ｃ．ツィンマーマン 国民の象徴 Ｅ．Ｅ．バグレー 星条旗よ永遠なれ Ｊ・Ｐ . スーザ ブルー・インパルス 斎藤　高順 ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 錨を上げて Ｃ．ツィンマーマン 国民の象徴 Ｅ．Ｅ．バグレー フローレンス行進曲 フチーク 美中の美 スーザ ジュピター（中部日本吹奏楽連盟 50 周年記念委嘱曲 ） Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

西　暦
本大会 中学の部（大編成）　 中学の部（小編成）

回数 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課

2006 年（平成18年）第 49 回 福野中学校 大坪　　建 優勝　神納杯 バレエ音楽「白鳥の湖」より１･18･29（Ｐ . チャイコフスキー） Ｃ
小杉南中学校 長谷川　香 準優勝 元禄（櫛田月失之扶） Ｃ

氷見南部中学校 廣瀬ふみ子 優勝　文部科学大臣奨励賞 スティークオンハードロック（Ｄ . ホルシンガー） Ｄ

2007 年（平成19年）第 50 回
福野中学校 大坪　　建 優勝　神納杯 オセロよりⅠ . Ⅲ . Ⅳ（Ａ . リード） Ａ

福光中学校 山田　　誠 優勝　審査員特別賞 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂチャンス） Ｂ

西條中学校 廣瀬ふみ子 優勝　文部科学大臣奨励賞 ブルージェイズ（Ｆ . ティケリ） Ｄ

滑川中学校 直井　美幸 優勝　中日新聞社賞 交響詩「ローマの祭り」よりⅡ . Ⅲ . Ⅳ（Ｏ . レスピーギ） Ｂ 小杉南中学校 長谷川　香 優勝　中日新聞社賞 コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラブソディ（Ｐ . ウィリアムズ） Ｂ

2008 年（平成20年）第 51 回 小杉中学校 竹内　文恵 優勝　神納杯 プラトンの洞窟からの脱出（S. メリロ） Ｂ
戸出中学校 村田　幸子 優勝　中日新聞社賞 「鳳凰」～仁愛鳥譜（鈴木英史） Ｃ

南星中学校 橘　　恭幸 優勝 リヴァー・ダンス（Ｂ . ウィーラン／ G. バイテンハイス） Ｂ

2009 年（平成21年）第 52 回

大門中学校 加納　佑成 優秀賞 アルメニアン・ダンス　パートⅠ（A. リード） Ａ 南星中学校 山田　喜博 準優勝 バレエ音楽「エジプト舞曲」　よりⅠ，Ⅱ，Ⅳ（A. ルイジーニ・L.P. ローレンドー） Ｃ

小杉中学校 長谷川　香 優勝
交響曲第１番「ギルガメッシュ」　よりⅡ・巨人の戦い，
Ⅲ・森の冒険（B. アッペルモント）

Ｂ
戸出中学校 三善智妃呂 優勝 サウンド・バリア（M. アーノルド） Ｂ

西條中学校 山﨑　伸久 準優勝 大阪俗謡による幻想曲（大栗　裕・辻井清幸） Ｃ

2010 年（平成22年）第 53 回
福野中学校 今井　幸代 優勝　神納杯 喜歌劇「こうもり」セレクション（J. シュトラウスⅡ世） Ａ

福光中学校 山田　　誠 優勝　中日新聞社 朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂチャンス） Ｄ

庄西中学校 松坂　成規 優勝 「小組曲」より～Ⅰ小舟にて　Ⅳバレエ（C. ドビュッシー） Ｄ

大門中学校 加納　佑成 優勝 科戸の鵲－吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生） Ａ 朝日中学校 魚津　基子 準優勝 「アンダルシア組曲より」ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ（E. レクオーナ／高木　登古） Ｄ

西　暦
本大会 高校の部（大編成） 高校の部（小編成）

回数 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課 学校名 指揮者 受賞 ＪＢＡ賞 自由曲 課

2006 年（平成18年）第 49 回 南砺総合福野高校 山田　慶太 準優勝 自由の鐘は空に渡る（鈴木英史） Ｃ 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　中日新聞社賞 古代へのオマージュ～万葉の郷より～（立原　勇） Ａ

2007 年（平成19年）第 50 回
富山商業高校 芹川　拓也 優勝 祝典序曲（Ｄ . ショスタコーヴィチ） Ｂ 高岡工芸高校 加藤　祐行 準優勝 祈りⅧ　～すべてのものたちへ～（立原　勇） Ｃ

新湊高校 小坪　裕子 準優勝　審査員特別賞 バレエ音楽「ガイーヌ」（Ａ . ハチャトゥリアン） Ｂ 富山北部高校 西園エリ子 準優勝　審査員特別賞 民衆を導く自由の女神（樽屋雅徳） Ｂ

2008 年（平成20年）第 51 回 高岡工芸高校 加藤　祐行 奨励賞 カルミナブラーナより ４･ ８･10･13（Ｃ . オルフ） Ａ 富山北部高校 西園エリ子 準優勝 交響曲詩曲「走れメロス」（福島弘和） Ａ

2009 年（平成21年）第 52 回 富山商業高校 鍜治　伸也 優勝 ハートビート・オブ・ザ・ジェオ（建部　知弘） Ｃ 大門高校 芹川　拓也 優勝　神納杯 ケルト民謡による組曲　より　Ⅰ・マーチ，Ⅱ・エア，Ⅲ・リール（ケルト民謡・建部知弘） Ｃ

2010 年（平成22年）第 53 回 新湊高校 小坪　裕子 優勝 「翡翠」よりⅠ雨上がりにⅡ焰の如く輝き（J. マッキー） A 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　神納杯 シバの女王ベルキスよりⅡ、Ⅰ、Ⅳ（O. レスピーギ） Ａ

西　暦
本大会 職場・団体・一般の部（フェスティバル） 職場・団体・一般の部（フェスティバル）

回数 団体名 指揮者 受賞 自由曲 課題曲
2006 年 （平成 18 年） 第 49 回 ウインドアンサンブル「一期一会」 堀　　義之 奨励賞 スピリチュアル プラネット（鋒山　亘） Ｄ

2007 年 （平成 19 年） 第 50 回 ムジカグラート氷見 扇谷　孝代 奨励賞 ① シェナンドー　②ブルーシェイズ（Ｆ . ティケリ） Ｄ

2008 年 （平成 20 年） 第 51 回 富山ミナミ吹奏楽団 牧野　　誠 奨励賞 交響曲第 0 番より　Ⅰ . Ⅱ . Ⅳ（B. ピークル） Ｃ

2009 年 （平成 21 年） 第 52 回 ムジカグラート氷見 廣瀬ふみ子 奨励賞 トッカータとフーガ　ニ短調（J.S. バッハ・E. ライゼン） Ｃ

2010 年 （平成 22 年） 第 53 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 交響曲第 4 番より　Ⅰ . Ⅲ . Ⅳ楽章（M. アーノルド） Ｄ
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◆吹奏楽祭

第26回新川支部 平成22年9月23日（祝）
新川文化ホール

第24回富山支部 平成22年6月13日（日）
富山市芸術文化ホール
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第33回高岡支部
平成22年6月13日（日）
高岡市民会館
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第29回砺波支部 平成22年6月6日（日）
砺波市文化会館
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吹奏楽の日吹奏楽の日 20102010

街角コンサート街角コンサート
平成２２年６月５日（土）

富山会場：開演10:30 富岸運河環水公園
高岡会場：開演10:00 ウイングウイング高岡前
砺波会場：開演14:00 庄川水記念公園(庄川観光祭)

新川会場：開演10:00 滑川駅前中央公園
(雨天時：滑川市民交流センター)

クラシックからポップスまで、いろいろなジャンルの曲を吹奏楽でお届けします

「見て」「聴いて」、吹奏楽の演奏をお楽しみください

富山会場 出演団体 高岡会場 出演団体

呉羽中学校・山室中学校 伏木高校・大門高校・新湊高校

藤ノ木中学校・和合中学校 高岡工芸高校・富山高等専門学校

不二越工業高校・富山工業高校 砺波会場 出演団体

水橋中学校・水橋高校合同 庄西中学校・福野高校・福光高校

富山国際大学・Ｓ.Ｏ.Ｂ 新川会場 出演団体

富山バリチューバＦＣ 滑川中学校・滑川高校・新川高校

▲

主催 富山県学校吹奏楽連盟

▲

協賛 北日本新聞社・富山テレビ放送・北日本放送・チューリップテレビ・ＦＭとやま

◆吹奏楽の日
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　写真提供：株式会社フォトクリエイト　

第45回富山県アンサンブルコンテスト一般の部　2011年（平成23年）1月29日（月）砺波市文化会館
速星☆Friday's 金管八重奏　打楽器八重奏
速星☆Friday's 金管八重奏は、第34回全日本アンサンブルコンテストに北陸支部代表として出場。銅賞を受賞

第45回富山県アンサンブルコンテスト一般の部　2011年（平成23年）1月29日（月）砺波市文化会館
富山ミナミ吹奏楽団　打楽器八重奏
富山ミナミ吹奏楽団打楽器八重奏は、第34回全日本アンサンブルコンテストに北陸支部代表として出場。銀賞を受賞
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◆大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部 富山特別公演

　写真提供：株式会社 大阪フォトサービス　
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　写真提供：株式会社 大阪フォトサービス　






