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平成25年度　行事報告

平成25年度（2013年4月～2014年3月）

【１．連盟会議】

◆第56回総会
　平成25年4月21日（日）  …………… 富山第一ホテル14:00 ～

◆常任理事会
第１回平成25年5月14日（火）…富山市民芸術創造センター研修室１

第２回平成25年11月2日（土）…アイザック小杉文化ホール「ラポール」研修室２

第３回平成26年2月22日（土）…富山市民芸術創造センター研修室２

◆理事会
※平成24年度　第６回理事会平成25年４月21日（日）
　　　　　　　………………………… 富山第一ホテル10:00 ～

　第１回平成25年５月30日（木） …富山市民芸術創造センター大練習室２

　第２回平成25年８月24日（土） …アイザック小杉文化ホール「ラポール」研修室１

　第３回平成25年11月30日（土） …アイザック小杉文化ホール「ラポール」研修室１

　第４回平成26年１月５日（日） ……… 富山県民会館704号室
　第５回平成26年３月25日（火） … 富山市民芸術創造センター（中練習室２）

◆支部総会
　新川支部平成25年4月13日（土）………………新川文化ホール
　富山支部平成25年4月13日（土）………………婦中ふれあい館
　高岡支部平成25年4月13日（土）…………高岡市立芳野中学校
　砺波支部平成25年4月６日（土）………………砺波市文化会館

◆北陸吹奏楽連盟総会
　平成25年5月12日（日）…………………石川県・金沢都ホテル

◆北陸吹奏楽連盟常任理事会
　第１回平成25年６月23日（日） ……石川県・勤労者福祉会館
　第２回平成25年９月14日（土） …富山県・ウイングウイング高岡
　第３回平成25年12月１日（日） … 石川県・金沢マンテンホテル駅前

◆北陸吹奏楽連盟理事会
　第１回平成25年５月12日（日） ………石川県・金沢都ホテル
　第２回平成25年７月６日（土） … 石川県・金沢市勤労者プラザ
　第３回平成25年11月30日（土） … 石川県・金沢マンテンホテル駅前
　第４回平成26年２月８日（土） ……福井県・福井県立音楽堂

◆全日本吹奏楽連盟総会
　平成25年５月24日（金）・25日（土）… 北海道・札幌パークホテル

◆中部日本吹奏楽連盟総会
　平成25年５月11日（土） ……………愛知県・中日新聞社本社

◆中部日本吹奏楽連盟本部理事会
　第１回平成25年５月11日(土) ………愛知県・中日新聞社本社
　第２回平成25年８月17日(土) ………愛知県・中日新聞社本社
　第３回平成25年12月８日(日) ………愛知県・中日新聞社本社
　第４回平成26年３月22日(土) … 石川県・こまつ芸術劇場うらら

◆富山県吹奏楽コンクール、中部日本吹奏楽コンクール富山県
大会参加団体代表者会議

　平成25年6月29日（土）…… 富山市民芸術創造センター　大練習室１

　第41回富山県吹奏楽コンクール　15:00

　第56回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会　16:30

【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41回富山県吹奏楽コンクール　　　　　 砺波市文化会館
 （第61回「全日本吹奏楽コンクール」富山県予選）
 （第54回「北陸吹奏楽コンクール」富山県予選）
 （第13回「東日本学校吹奏楽大会」富山県予選）

　平成25年７月26日（金）高等学校Ｂ部門（25団体）
１団体増　代表４団体　増減なし

　　　　　７月27日（土）中学校Ｂ部門（44団体）
２団体減　代表６団体　増減なし

　　　　　７月28日（日）小学校部門（７団体）
増減なし　代表２団体　増減なし

　　　　　　　　　　　　大学部門（２団体）
増減なし　代表１団体　増減なし

　　　　　　　　　　　　中学校Ａ部門（19団体）
増減なし　代表６団体　増減なし

　　　　　　　　　　　　職場・一般部門（７団体）
増減なし　代表３団体　増減なし

　　　　　７月29日（月）高等学校Ａ部門（14団体）
２団体減　代表５団体　１団体減

　今年度より、全日本吹奏楽連盟３年連続出場制度が廃止とな
る。今年度が３度目の全国大会出場団体は、来年度も出場できる。
この廃止は、コンクール、マーチングコンテスト、小学校バン
ドフェスティバル、アンサンブルコンテストに共通している。
　東日本学校吹奏楽大会では３年連続出場制度が始まる。

●第54回北陸吹奏楽コンクール出演順抽選会
石川県地場産業振興センター

　平成25年７月30日（火）

●第54回北陸吹奏楽コンクール
石川県・金沢歌劇座

 （第61回「全日本吹奏楽コンクール」北陸支部予選）
 （第13回「東日本学校吹奏楽大会」北陸支部予選）

　平成25年８月９日（金）中学校Ｂ部門、高等学校Ｂ部門
　　　　　８月10日（土）小学校部門、中学校Ａ部門、大学部門
　　　　　８月11日（日）職場・一般部門、高等学校Ａ部門

●第61回全日本吹奏楽コンクール
　平成25年10月26日（土）：中学の部…………愛知県・名古屋国際会議場
　　　　　10月27日（日）：高校の部…………愛知県・名古屋国際会議場
　　　　　10月19日（土）：大学の部…………福岡県・福岡サンパレス
　　　　　10月20日（日）：職場・一般の部…福岡県・福岡サンパレス
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●第13回東日本学校吹奏楽大会
富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

平成25年10月12日（土）：中学校の部
　　　　10月13日（日）：小学校の部、高等学校の部

　今年度は主管支部のため、小学校の部代表が１となり、北陸
吹奏楽コンクールより推薦される。（主管支部でない場合は０）
　小学校部門について、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の両大会にエントリーすること
はできない。
　今年度は中部日本吹奏楽コンクール本大会と日程が重
なっているが、部門日程はずれているため、両大会の参加
は可能となる。
　今年度より、３年連続出場した場合、翌年は休みとなる
制度が始まる。
・富山県立高岡工芸高校は第12回～ 13回大会で、３年連続北

陸代表となったため、来年度の大会はエントリーできない。

中部日本吹奏楽コンクール

●第56回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会
新川文化ホール

　平成25年８月３日（土）中学校小編成の部　（26団体）
１団体減　代表３団体　１団体減

　　　　　８月４日（日）中学校大編成の部　（13団体）
２団体減　代表１団体　１団体減

　　　　　　　　　　　　高等学校小編成の部（７団体）
１団体増　代表１団体　増減なし

　　　　　　　　　　　　高等学校大編成の部（３団体）
２団体増　代表１団体　増減なし

　　　　　　　　　　　　フェスティバルの部（１団体）
増減無し　代表１団体　増減なし

　今年度より、本大会が２日間開催に戻ることが決定。これ
を受けて、中学校小編成及び大編成で１つずつ増加していた
代表数が元に戻ることになった。また、東日本の日程を考慮
して部門日程が決められた。
・高岡市立南星中学校は第54回～ 55回大会で、２年連続富山県

代表となったため、今年度の大会はエントリーできなかった。
・射水市立小杉中学校は第55回～ 56回大会で、２年連続富山

県代表となったため、来年度の大会はエントリーできない。
・富山県立富山商業高等学校は第55回～ 56回大会で、２年連続

富山県代表となったため、来年度の大会はエントリーできない。

●第56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

　平成25年10月12日（土）：高等学校小編成の部、高等学校大
編成の部、フェスティバルの部

　　　　　10月13日（日）：中学校小編成の部、中学校大編成
の部、フェスティバルの部

　今年度より、本大会が２日間開催に戻ることが決定。
　また、今年度より本大会での受賞が、「金賞」「銀賞」「銅賞」
に変更となる。従来の「優勝」が「金賞」、「準優勝」が「銀賞」
「優秀賞」が「銅賞」にそれぞれ変更された。
　来年度より、本大会で各部門２位の団体に与えられていた
「神納杯」は廃止され、各部門３位に与えられていた「中日新
聞社賞」が各部門２位の団体に授与される。各部門３位への
特別賞は廃止となり、各部門の１位には従来通り「文部科学
大臣奨励賞」が授与される。

全日本小学校バンドフェスティバル

●第15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32回「全日本小学校バンドフェスティバル」北陸支部予選）
　平成25年９月15日（日）

・富山大学人間発達科学部附属小学校は、第13回～ 15回大
会で、３年連続北陸支部代表となったが、今年度より全日本
吹奏楽連盟の３出規定が廃止されたため、来年度の大会にエ
ントリーすることができる。

●第32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25年11月23日（土）

全日本マーチングコンテスト

●第26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26回「全日本マーチングコンテスト」北陸支部予選）

　平成25年９月15日（日）中学コンテスト部門
　　　　　　　　　　　　高校以上コンテスト部門
　　　　　　　　　　　　ニューカマー部門

・南砺市立福野中学校は第23回～ 25回大会で、３年連続北陸支
部代表となったため、今年度の大会は招待演奏を行った。

●第26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25年11月24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35回地区アンサンブルコンテスト
 （第48回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）
　第35回新川地区アンサンブルコンテスト
　平成26年１月18日（土）・19日（日）…………新川文化ホール
　第35回富山地区アンサンブルコンテスト
　平成26年１月18日（土）・19日（日）…富山市婦中ふれあい館
　第35回高岡地区アンサンブルコンテスト
　平成26年１月11日（土）・12日（日）……………高岡市民会館
　第35回砺波地区アンサンブルコンテスト
　平成26年１月13日（月・祝） …………………砺波市文化会館

●第48回「富山県アンサンブルコンテスト」
新川文化ホール

（第37回「北　陸アンサンブルコンテスト」富山県予選）
（第37回「全日本アンサンブルコンテスト」富山県予選）
（第26回「管楽器個人・重奏コンテスト」富山県予選）
　平成26年１月25日（土）

●第37回「北陸アンサンブルコンテスト」
福井県・福井県立音楽堂（ハーモニーホール福井）

 （第37回「全日本アンサンブルコンテスト」北陸支部予選）
　平成26年２月９日（日）
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●第37回「全日本アンサンブルコンテスト」
岡山県・倉敷市民会館

　平成26年３月21日（金・祝）

●第26回管楽器個人・重奏コンテスト本大会
石川県・こまつ芸術劇場うらら

　平成26年３月22日（土）高等学校個人・重奏、
　　　　　　　　　　　　小学校個人・重奏
　　　　　３月23日（日）中学校個人・重奏、
　　　　　　　　　　　　大学・一般個人・重奏

　第48回富山県アンサンブルコンテスト（平成26年１月
25日開催）より代表を選出

　第26回大会より、表彰が従来の「優秀」「優良」「佳良」か
ら「金賞」「銀賞」「銅賞」に変更される。
　また、特別賞は、次の通りとなる。
１位相当…「中日新聞社賞」、２位相当…「中部日本吹奏楽
連盟理事長賞」、３位相当…「主管県吹奏楽連盟実行委員長賞」

【３．吹奏楽祭、演奏会】

◆吹奏楽祭
　平成25年９月21日（土）：第29回新川支部 …新川文化ホール
　平成25年６月９日（日）：第30回富山支部 …オーバード・ホール
　平成25年６月８日（土）：第36回高岡支部 ……高岡市民会館
　平成25年６月２日（日）：第32回砺波支部 …砺波市文化会館

◆吹奏楽の日　～街角コンサート～
　　　　　…………………………………総曲輪グランドプラザ
　平成25年６月１日（土）
　　出演：南砺市立福野中学校、富山大学吹奏楽団、
　　　　　不二越工業高等学校、射水市立射北中学校
　　　　　滑川市立滑川中学校、富山県立滑川高等学校、
　　　　　富山ミナミ吹奏楽団

【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：佐藤正人（東京ミュージック＆メディアアーツ尚美講師）

　平成25年５月２日（木）： ………………射水市立小杉中学校
　平成25年５月３日（金・祝）：
　呉西地区…………… アイザック小杉文化ホール「ラポール」
　　　　　　富山県立大門高等学校、高岡市立芳野中学校
　　　　　　射水市立射北中学校、高岡市立南星中学校
　平成25年５月５日（日・祝）：
　呉東地区…………富山市民芸術創造センター　リハーサル室
　　　　　　富山市立堀川中学校、富山市立速星中学校
　　　　　　富山市立和合中学校
　平成25年５月６日（月・振）：
　午前… 砺波支部　南砺市福野文化創造センター「ヘリオス」
　　　　　　南砺市立福野中学校、富山県立南砺福野高等学校
　　　　　　砺波市立庄西中学校、小矢部市立津沢中学校
　午後…新川支部　立山町立雄山中学校、滑川市立滑川中学校
　※この事業は北陸吹奏楽連盟からの補助を受けて実施

◆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：Ｔｐ：古田俊博（富山県立呉羽高等学校卒、東京藝術大学卒、
東京フィルハーモニー交響楽団Tp奏者） 　

Ｓａｘ：角口圭都（富山県立富山東高等学校卒、東京藝術大学卒）

第１回平成25年８月20日（火）
　新川・富山支部…………………富山市民芸術創造センター
　　　　　　　　　21日（水）
　高岡・砺波支部… アイザック小杉文化ホール「ラポール」
第２回平成25年10月５日（土）
　新川・富山支部…………………富山市民芸術創造センター
　　　　　　　　　６日（日）
　高岡・砺波支部…富山県立大門高等学校
第３回平成25年12月14日（土）
　新川・富山支部…………………………富山市立呉羽中学校
　　　　　　　　　15日（日）
　高岡・砺波支部………………………富山県立大門高等学校
※この事業は富山県、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

◆小学校管楽器講習会
　平成25年５月11日（土） …………富山市民芸術創造センター

◆その他

【５．その他、国際交流】

◆第37回全国高等学校総合文化祭　（全国高総文祭ながさき'13）
　　　　………………………………長崎県・アルカスSASEBO

　吹奏楽部門：平成25年８月１日（木）･ ２日（金）
　参加：富山県立大門高等学校

◆富山県高等学校文化祭
　　　　……………………………………富山県・富山県民会館
　吹奏楽専門部演奏会：平成25年10月27日（日）

◆第28回国民文化祭やまなし2013
　吹奏楽の祭典
　平成25年9月29日（日）………山梨県・河口湖ステラシアター
　参加：富山県からの参加はなし
　マーチング＆バトントワーリングの祭典
　平成25年10月27日（日） ………山梨県・富士北麓公園体育館
　参加：南砺市立福野中学校

平成24年度「第25回全日マーチングコンテスト」で三年連続
出場を果たした。

◆となみ野バンドクリニック2013（第13回「吹奏楽スピリッ
ツinとなみ野」）

　平成25年４月28日（日）・29日（月・祝）……砺波市文化会館

◆第12回西日本バンドフェスティバルinたかまつ'13
　平成25年９月22日（土）・23日（日）…………香川県・高松市
　参加：福井県から派遣

◆ハンガリー・フラワーカーニバル
　平成25年８月16日（金）～ 23日（金） …ハンガリー・デブレツェン
　参加：南砺市立福野中学校
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平成25年度　富山県学校吹奏楽連盟　役員一覧

- 2 -

１．平成２５年度 富山県学校吹奏楽連盟 役員一覧
会 長 伊東 与二（高岡商業高等学校長）
副 会 長 藤岡 栄二（魚津工業高等学校長） 吉江 友秋（高岡市立志貴野中学校長）

伊尾 孝敏（不二越工業高等学校スクールカウンセラー） 山田 誠（南砺市立城端中学校長）
清水 賢（富山市立速星中学校校長）

理 事 長 神田 賢二（高岡商業高校）
副理事長 橋本 行史（魚津工業高校） 岩本 博之（高岡工芸高校）

中藪 睦（南砺福野高校）
理 事 （◎代表理事 ○常任理事）

［新川支部］ ［高岡支部］
◎小西 衛（入善高校） ◎橘 恭幸（芳野中学校）
○道用 裕志（桜井中学校） ○山﨑 伸久（西條中学校）

海見 英理（魚津・西部中学校） ○芹川 拓也（大門高校）
吉野みのり（滑川中学校） ○池田 宗介（福岡中学校）
旦尾 悠子（滑川高校） ○加納 佑成（射北中学校）
石﨑 達朗（泊高校） 小坪 裕子（新湊高校）
泉 綾乃（魚津・東部中学校） 木脇 禎（五位中学校）
追榮 泰晴（ら・こんせ～る・のくちゅ～る） 若林 久雄（福岡高校）

［富山支部］ 山田 喜博（戸出中学校）
◎土肥 真人（速星中学校） 城寶 美奈（南星中学校）
○加藤 祐行（富山工業高校） ［砺波支部］
○牧野 誠（富山ミナミ吹奏楽団） ◎大坪 建（福野中学校）
○次田 裕（富山中部高校） 松坂 成規（庄西中学校）
○講神 千代（水橋高校） 河辺真美子（石動中学校）
鍜治 伸也（富山商業高校） 山崎 大介（津沢中学校）
梅野 毅（不二越工業高校） 高瀬 まり（吉江中学校）
佐藤 真（富山・西部中学校） 林 紀孝（リバティウインズふくの）
佐藤 純一（和合中学校） 五十田 尚（井口中学校）
森田 里香（中央農業高校）
室田 桂俊（山室中学校）
石川紘一郎（片山学園中学・高校）

監 事 木脇 禎（五位中学校） 石﨑 達朗（泊高校）
事 務 局 加藤 祐行（事務局長・富山支部） 加納 佑成（事務局員・高岡支部）

芹川 拓也（事務局次長・高岡支部） 城寶 美奈（事務局員・高岡支部）
小西 衛（事務局員・新川支部） 岩井 怜美（事務局員・高岡支部）

北陸吹連事務局長 山﨑 伸久（西條中学校）
北陸吹連事務局員 池田 宗介（福岡中学校）
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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～昭和42年度（11年） 物故者
石　上　英　将 二代理事長　昭和43年度～昭和52年度（10年） 物故者
薩　摩　利　夫 三代理事長　昭和53年度～昭和60年度（8年）

中　田　紀　彦 四代理事長　昭和61年度～昭和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～平成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年度～平成62年度、平成2年度～平成3年度 物故者
河　井　益良夫 副   会   長　平成８年度～平成12年度、平成15年度～平成22年度

堺　　　博　昭 副   会   長　平成20年度～平成24年度

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～昭和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～平成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

中　島　節　治 平成22年度～平成24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～）

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～）

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 加　藤　祐　行 当連盟常任理事５期（10年）以上の経験者

平成25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

第41回
富山県吹奏楽コンクール

日　　時

会　　場

201３年（平成2５年）

７月26日（金） 高等学校Ｂ部門

27日（土）

29日（月）
28日（日） 小学校部門、大学部門

中学校Ａ部門、職場・一般部門

砺波市文化会館高等学校Ａ部門

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

中学校Ｂ部門 
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第 41 回富山県吹奏楽コンクール
第61回「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第54回「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第13回「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　今年度より、全日本吹奏楽連盟３年連続出場制度
が廃止となる。今年度が３度目の全国大会出場団体
は、来年度も出場できる。この廃止は、コンクール、
マーチングコンテスト、小学校バンドフェスティバ
ル、アンサンブルコンテストに共通している。
　東日本学校吹奏楽大会では３年連続出場制度が始
まる。
　 　

日時／ 2013年（平成25年）	７月26日（金）　13：3０～
	 	 	 　　27日（土）　 ９：００～
	 	 	 　　28日（日）　 ９：００～
	 	 	 　　29日（月）　10：００～

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 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：勇者のマズルカ（第23回朝日作曲賞）（三澤　　慶）
Ⅱ（全部門共通）：祝典行進曲「ライジング・サン」（白岩　優拓）
Ⅲ（全部門共通）：復興への序曲「夢の明日に」（岩井　直溥）
Ⅳ（全部門共通）：エンターテインメント・マーチ（川北　栄樹）
Ⅴ（高大職一のみ）：流沙（広瀬　正憲）
　　　　　　　　　（第５回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位）

（課題曲Ⅴは高等学校Ａ、大学、職場・一般部門のみ選択可能）
ff 審査員 ff

阿部　　麿（国立音楽大学講師　ホルン奏者）
有馬　理絵（東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）
伊藤　　透（尚美ミュージックカレッジ専門学校　管弦打楽器学科科長）
木村　達志（東京フィルハーモニー交響楽団　ティンパニ・打楽器奏者）
清水　大輔（作曲家）
波多江史朗（東京音楽大学講師　カルテットスピリタス　サクソフォン奏者）
和田美亀雄（弘前大学教授　トロンボーン奏者）

高等学校Ｂ部門　7月26日　１３：３０～	
1 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞

フーガ ト短調　BWV578（J.S.バッハ／山本  教生）
2 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕 銀賞

楓葉の舞（長生　　淳）
3 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 金賞

歌劇「カルメン」より（J.ビゼー／加養　浩幸）
4 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞

モーゼとラメセス（八木澤教司）
5 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銅賞

カルメン組曲より　アラゴネーズ、セギディーリャ、衛兵の交代、ジプシーの踊り
（G.ビゼー／増岡　友策）

6 富山県立雄山高等学校 〔指揮：佐藤　一秋〕 銀賞
イグニスの宴（石毛　里佳）

7 片山学園中学校・高等学校 〔指揮：石川紘一郎〕 金賞
スクーティンオンハードロック（D.R.ホルジンガー）

8 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕金賞・県代表
ケルト民謡による組曲　Ⅰ.マーチ、Ⅱ.エアー、Ⅲ.リール（ケルト民謡／建部　知弘）

9 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銀賞
ウインド・アンサンブルのための　風のらぷそでぃ（櫛田　月失之扶）

10 富山県立上市高等学校 〔指揮：井出　智子〕 銅賞
新しい日の夜明け（J.スウェアリンジェン）

11 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕金賞・県代表
「吹奏楽のための木挽歌」より　１楽章、２楽章、４楽章（小山　清茂）

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

13 高岡第一高等学校 〔指揮：渡辺　慎也〕 銅賞
「フェニックス」　～時を超える不死鳥の舞い（八木澤　教司）

14 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銅賞
ファンタジアⅡ－女神の門（福田　洋介）

15 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕 金賞
交響詩「モンタニャールの詩」（J.ヴァン＝デル＝ロースト）

16 富山県立富山いずみ高等学校〔指揮：安藤　種明〕 金賞
リバーダンス（B.ウィーラン／ G.バイテンハイス）

17 富山県立泊高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 銀賞
組曲「ガイーヌ」より　Ⅰ.剣の舞、Ⅱ.子守歌、Ⅴ.レスギンカ（Ａ.ハチャトリアン／稲垣　卓三）

18 富山県立八尾高等学校 〔指揮：坂林　良樹〕 金賞
二つの交響的断章より　Ⅰ、Ⅱ（V.ネリベル）

19 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 銀賞
花時計（森田　一浩）

20 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞
交響曲「聖ヨハネの黙示録による幻想」より　Ⅱ.凶暴な、Ⅲ.救世主の王国（D.R.ギリングハム）

21 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕金賞・県代表
藍色の谷（酒井　　格）

22 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕金賞・県代表
「スペイン組曲」より　アンダルシア、ヒタネリアス、マラゲーニャ（E.レクオーナ／高木　登古）

23 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：森田　里香〕 銀賞
バレエ「恋は魔術師」より　パントマイム、火祭りの踊り（M.D.ファリャ／石川　　學）

24 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：伊東　康孝〕 銀賞
ベンスルダトゥの３つの冠（樽屋　雅徳）

25 龍谷富山高等学校 〔指揮：山口　慎一〕 銀賞
チェイサー（天野　正道）

中学校Ｂ部門　7月27日　９：0０～	
1 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲　  俊浩〕 銅賞

魔女と聖者（S.ライニキー）
2 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銀賞

セント・アンソニー　ヴァリエーションズ（W.H.ヒル／佐藤　博昭）
3 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銀賞

シーゲート序曲（J.スウェアリンジェン）
4 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕金賞・県代表

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）
5 富山市立八尾中学校 〔指揮：大野志帆子〕 金賞

管打楽器のための祝典（J.スウェアリンジェン）
6 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞

アルプスの詩（F.チェザリーニ）
7 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銅賞

たなばた（酒井　　格）
8 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞・県代表

ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　　昌帥）
9 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：浦島みつる〕 金賞

喜歌劇 ｢こうもり｣ セレクション（J.シュトラウス／鈴木　英史）
10 高岡市立牧野中学校 〔指揮：大門　理恵〕 銀賞

モスクワのチェリョムーシカ　Ⅰ.モスクワを疾走、Ⅱ.ワルツ、Ⅲ.ポルカ、Ⅳ.ダンス
（D.ショスタコーヴィチ／鈴木　英史）

11 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銅賞
小フランス組曲より　Ⅰ.マーチ、Ⅱ.セレナード、Ⅲ.フィナーレ（P.ラプラント）

12 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕金賞・県代表
シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

13 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

14 富山市立南部中学校 〔指揮：尾山　智子〕 銅賞
アルヴァマー序曲（J.バーンズ）

15 射水市立新湊中学校 〔指揮：川端　由美〕 金賞
吹奏楽のための交響詩 ぐるりよざ　Ⅰ.祈り、Ⅲ.祭り（伊藤　康英）

16 砺波市立庄川中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銀賞
いつも風　巡り会う空（福島　弘和）

17 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞
交響組曲「風の谷のナウシカ」３章より　Ⅰ.風の伝説、Ⅱ.戦闘、Ⅲ.はるかな地へ
（久石　　譲／森田　一浩）



〔9〕

18 富山市立三成中学校 〔指揮：蜷川　昭子〕 銅賞
オーバーチュラ（E.ハックビー）

19 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
レパントの海戦（広瀬　勇人）

20 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
幻想的序曲「ロミオとジュリエット」（P.I.チャイコフスキー／山﨑　伸久）

21 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
海の男たちの歌（R.W.スミス）

22 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞
バレエ組曲「人形の精」より　前奏曲、スペイン人、日本人、道化、終曲（J.バイヤー／山本　教生）

23 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕金賞・県代表
ケルト民謡による組曲  １、２、３（ケルト民謡／建部　知弘）

24 南砺市立井波中学校 〔指揮：米田　和代〕 銅賞
繭の夢　～竜の舞う空～（福島　弘和）

25 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銀賞
沈める寺（C.ドビュッシー／廣瀬　一彦）

26 朝日町立朝日中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

27 富山市立新庄中学校 〔指揮：藤井信一朗〕 銀賞
プスタ～４つのロマの舞曲より　Ⅲ、Ⅳ（J.ヴァンデルロースト）

28 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞
火の伝説（櫛田　月失之扶）

29 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕金賞・県代表
「小組曲」より　Ⅰ.小舟にて、Ⅳ.バレエ（C.ドビュッシー／加養　浩幸）

30 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：水和　由香〕 銅賞
インヴィクタ序曲（J.スウェアリンジェン）

31 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 金賞
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）

32 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 銀賞
百年祭（福島　弘和）

33 富山市立東部中学校 〔指揮：内山　良子〕 銀賞
永遠なる旅路（D.シェイファー）

34 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕 銀賞
歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　　洋）

35 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用   裕志〕 銅賞
フェスティーボ（V.ネリベル）

36 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銅賞
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

37 富山市立上滝中学校 〔指揮：辻　　明美〕 銀賞
氷河特急（髙橋　伸哉）

38 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕 金賞
組曲第４番「絵のような風景」より　Ⅲ.お告げの鐘、Ⅳ.ジプシーの祭り（J.マスネ／小長谷　宗一）

39 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 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）

40 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

41 富山市立大沢野中学校 〔指揮：柳谷　　都〕 銀賞
「ひまわり、１５本」　～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて～（八木澤　教司）

42 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞
喜歌劇「サーカスの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

43 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 金賞
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）

44 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕金賞・県代表
元禄（櫛田　月失之扶）

小学校部門　７月28日　９：００～	
1 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕金賞・県代表

フライト　－大空の冒険－（B.ヨー）

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・県代表

喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック／鈴木  英史）
3 砺波市立出町小学校 〔指揮：嶋　　倫子〕 金賞

栄光のすべてに（J.スウェアリンジェン／戸田　　顕）
4 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）

5 射水市立新湊小学校 〔指揮：小川真紀子〕 金賞
ミュージカル「レ・ミゼラブル」より　セレクション（A.シェーンベルグ／ W.バーカー）

6 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞
セレブレーション　アンド　ソング（R.シェルドン）

7 高岡市立野村小学校 〔指揮：東海　幸恵〕 金賞
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

大学部門　１０：２０～	
1 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞・県代表

課Ⅲ＆自由曲：「鼓響・・・故郷」より　Ⅰ.童歌、Ⅱ.奏春、Ⅲ.鼓響（天野　正道）
2 国立富山高等専門学校 〔指揮：長谷川　博〕 金賞

課Ⅱ＆自由曲：序曲　春の猟犬（A.リード）

中学校Ａ部門　１１：００～	
1 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銀賞

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世／鈴木　英史）
2 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：交響曲第１番「神曲」より　Ⅱ.煉獄篇、Ⅳ.天国篇（R.W.スミス）
3 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銅賞

課Ⅱ＆自由曲：セイント・アンソニー・ヴァリエーション（Ｗ.Ｈ.ヒル）
4 上市町立上市中学校 〔指揮：飛驒野洋一〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：民衆を導く自由の女神（樽屋　雅徳）
5 富山市立堀川中学校 〔指揮：保科　浩一〕金賞・県代表

課Ⅲ＆自由曲：アンティフォナーレ（Ｖ.ネリベル）
6 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞

課Ⅱ＆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.ウィリアムズ／Ｓ.ネスティコ）

7 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞・県代表
課Ⅰ＆自由曲：宇宙の音楽（Ｐ.スパーク）

8 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：ハンガリー狂詩曲第２番（F.リスト／石川　喬雄）

9 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕金賞・県代表
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）

10 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：太陽への讃歌―大地の鼓動（八木澤　教司）

11 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

12 立山町立雄山中学校 〔指揮：藤縄　祐佳〕 銅賞
課Ⅰ＆自由曲：Angel's Ladder　～祈りの光芒～（宮川　成治）

13 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）

14 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

15 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）

16 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：三つのジャポニスムより（真島　俊夫）

17 富山市立山室中学校 〔指揮：久保有加里〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：「舞踏組曲」より　Ⅰ.モデラート、　Ⅴ.コモド、Ⅵ.アレグロ
（B.バルトーク／上埜　　孝）

18 富山市立奥田中学校 〔指揮：高島　徳保〕 銅賞
課 Ⅱ ＆ 自 由 曲： フ ラ イ ト　 大 空 の 冒 険
（B.ヨー）

19 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銅賞
課Ⅳ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

職場・一般部門　１８：００～	

1 ストライキング・
オリジナリティ・バンド 〔指揮：種谷　　優〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：もののけ姫より　１.アシタカせっ記、２.TA・TA・RI・GAMI、3.アシタカとサン
（久石　　譲／森田　一浩）

2 ら・こんせーる・
のくちゅーる 〔指揮：濱藤　浩人〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：地球　-美しき惑星（真島　俊夫）
3 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：カルミナ・ブラーナより（C.オルフ／ J.クランス）
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第41回富山県吹奏楽コンクール中学校Ｂ部門　2013年（平成25年）7月27日（土）砺波市文化会館
射水市立小杉中学校　指揮：長谷川　香
※小杉中学校は第13回東日本学校吹奏楽大会に北陸支部代表として２年連続出場し、金賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ　

4 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕金賞・県代表
課Ⅲ＆自由曲：楓葉の舞（長生　　淳）

5 速 星 ☆ Ｆｒｉｄａｙ’ｓ 〔指揮：今江　尊範〕金賞・県代表
課Ⅴ＆自由曲：交響的序曲（J.バーンズ）

6 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：華麗なる舞曲（C.T.スミス）

7 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：笹木　隆善〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：シンフォニエッタ第二番「祈りの鐘」（福島　弘和）

高等学校Ａ部門　７月29日　１０：００～	
1 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：歌劇「トスカ」ハイライト（G.プッチーニ／小野寺　真）
2 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞

課Ⅴ＆自由曲：ディオニソスの祭り（F.シュミット／鈴木　英史）
3 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 銀賞

課Ⅴ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）
4 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」より　Ⅰ.序奏、Ⅱ.見えない世界の
住人たちについて、Ⅷ.舞踏の歌、Ⅸ.夜の彷徨者の歌（R.シュトラウス／ M.ハインズレー）

5 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：Shaft　～一筋の光～（成田　　勤）

6 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 銅賞
課Ⅳ＆自由曲：交響詩「モンタニャールの詩」（J.ヴァン＝デル＝ロースト）

7 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕金賞・県代表
課Ⅲ＆自由曲：三つのジャポニスムより　Ⅰ.鶴が舞う、Ⅱ.雪の川、Ⅲ.祭り（真島　俊夫）

8 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕金賞・県代表
課Ⅲ＆自由曲：オプセシォネル（長生　　淳）

9 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）

10 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：バレエ組曲「ボルト」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ（D.ショスタコーヴィチ／木村  吉宏）

11 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

12 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：舞踏組曲より　Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ（B.バルトーク／鈴木　英史）

13 富山県立滑川高等学校 〔指揮：旦尾　悠子〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）

14 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：澤合慎一郎〕 銀賞
課Ⅴ＆自由曲：プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
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第 54 回北陸吹奏楽コンクール
第61回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第13回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

今年度は主管支部のため、小学校の部代表が１と
なり、北陸吹奏楽コンクールより推薦される。（主管
支部でない場合は０）

小学校部門について、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の両大会にエント
リーすることはできない。

今年度は中部日本吹奏楽コンクール本大会と日程
が重なっているが、部門日程はずれているため、両
大会の参加は可能となる。

今年度より、3年連続出場した場合、翌年は休みと
なる制度が始まる。
・富山県立高岡工芸高校は第12回～ 13回大会で、2

年連続北陸代表となったため、来年度の大会はエ
ントリーできない。

　 　
日時／ 2013年（平成25年）
	 ８月９日（金）12:00～
	 　　中学校B部門、高等学校B部門
	 ８月10日（土）９:00～
	 　　小学校部門、大学、中学校A部門
	 ８月11日（日）９:00～
	 　　職場・一般部門、高等学校A部門
場所／金沢歌劇座大ホール

ff 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：勇者のマズルカ（三澤　　慶）
Ⅱ（全部門共通）：祝典行進曲「ライジング・サン」（土井　康司）
Ⅲ（全部門共通）：復興への序曲「夢の明日に」（岩井　直溥）
Ⅳ（全部門共通）：エンターテイメント・マーチ（和田　　信）
Ⅴ（大職一のみ）：流沙（広瀬　正憲）

ff 審査員 ff

伊藤　　透（尚美ミュージックカレッジ専門学校管弦打楽器学科科長）
岡崎　耕二（東京都交響楽団　首席トランペット奏者）
北野圭威秩（東京佼成ウインド・オーケストラ　打楽器奏者）
髙橋　伸哉（作曲家）
前田　昌宏（相愛大学教授　サクソフォン奏者）
吉延　勝也（ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 クラリネット奏者）
渡辺　　功（東京交響楽団　チューバ奏者）

中学校Ｂ部門　８月９日　12：00～	
1 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銀賞

「小組曲」より　Ⅰ.小舟にて、Ⅳ.バレエ（C.ドビュッシー／加養　浩幸）
2 金沢市立鳴和中学校 〔指揮：越中　夏子〕 銅賞

マナティ　リリック序曲（R.シェルドン）
3 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕 銀賞

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）
4 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 金賞・北陸代表

ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　　昌帥）
5 小松市立中海中学校 〔指揮：堀川真梨子〕 銀賞

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

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）
7 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 銀賞

ケルト民謡による組曲  １、２、３（ケルト民謡／建部　知弘）
8 白山市立北星中学校 〔指揮：石林　剣児〕 銀賞

「三つのジャポニスム」より　Ⅰ.鶴が舞う　Ⅱ.雪の川　Ⅲ.祭り（真島　俊夫）
9 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 金賞

元禄（櫛田　月失之扶）

10 勝山市立勝山南部中学校 〔指揮：大谷　泰子〕 銀賞
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」（八木澤教司）

11 石川県立金沢錦丘中学校 〔指揮：竹内　智子〕 銀賞
いつも風　巡り会う空（福島　弘和）

12 あわら市芦原中学校 〔指揮：西村　竹広〕 金賞・北陸代表
花の香　～桜.桂花・薔薇～（天野　正道）

13 あわら市金津中学校 〔指揮：出口　聡恵〕 銅賞
アベージュ　アルカンシェル（福島　弘和）

14 かほく市立河北台中学校 〔指揮：高見　茂幸〕 金賞・北陸代表
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）

15 永平寺町上志比中学校 〔指揮：南部　匡恵〕 銀賞
鳳凰が舞う　一印象、京都　石庭　金閣寺（真島　俊夫）

16 かほく市立高松中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 金賞・北陸代表
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

17 鯖江市東陽中学校 〔指揮：田鳥　麻澄〕 金賞
ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）

高等学校Ｂ部門　１５：３０～	
1 石川県立羽咋高等学校 〔指揮：小島　睦雄〕 銅賞

トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）
2 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕 銀賞

「吹奏楽のための木挽歌」より　１楽章、２楽章、４楽章（小山　清茂）
3 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 銀賞

藍色の谷（酒井　　格）
4 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 金賞・北陸代表

「スペイン組曲」より　アンダルシア、ヒタネリアス、マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

5 福井県立美方高等学校 〔指揮：石川正吉郎〕 銅賞
吹奏楽のための交響的印象「海響」（和田　　薫）

6 福井県立三国高等学校 〔指揮：小林　幸代〕 金賞・北陸代表
吹奏楽のための交響的印象「海響」（和田　　薫）

7 小松大谷高等学校 〔指揮：加藤　　圭〕 銀賞
風姿花伝　～秘すれば花～（福島　弘和）

8 敦賀気比高等学校 〔指揮：田辺　一郎〕 銅賞
沢地萃（天野　正道）

9 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 金賞・北陸代表
ケルト民謡による組曲　Ⅰ.マーチ、Ⅱ.エアー、Ⅲ.リール（ケルト民謡／建部　知弘）

10石川県立金沢北陵高等学校 〔指揮：別宗由美子〕 銅賞
シンフォニア　ノビリッシマ（R.ジェイガー）

小学校部門　８月10日　９：00～	
1 富山大学人間発達科学部

附属小学校
〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞・グランプリ

喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック／鈴木  英史）
2 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞

フライト　－大空の冒険ー（B.ヨー）
3 羽咋市立羽咋小学校 〔指揮：中谷　規雄〕 銀賞

喜びの音楽を奏でよう！（J.スウェアリンジェン）
4 鯖江市惜陰小学校 〔指揮：青山智枝子〕 金賞・北陸代表

トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

大学部門　９：５５～	
1 福井大学吹奏楽部 〔指揮：下村　駿斗〕 銅賞

課題曲Ⅲ　花の香　～桜・佳花・薔薇～（天野　正道）
2 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：〕 金賞

課題曲Ⅴ　シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」（福島　弘和）
3 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 金賞・北陸代表

課Ⅲ＆自由曲：「鼓響・・・故郷」より　Ⅰ.童歌、Ⅱ.奏春、Ⅲ.鼓響（天野　正道）

中学校Ａ部門　10：55～	
1 能美市立辰口中学校 〔指揮：広瀬　真樹〕 銀賞

課題曲Ⅰ　夜想曲より「祭り」（C.ドビュッシー／黒川　圭一）
2 福井市藤島中学校 〔指揮：長﨑　充博〕 銀賞

課題曲Ⅲ　二つの交響的断章（V.ネリベル）
3 津幡町立津幡中学校 〔指揮：大内　正義〕 金賞

課題曲Ⅳ　ピータールー序曲（M.アーノルド／近藤　久敦）
4 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）
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5 小松市松陽中学校 〔指揮：糠山　年美〕 銀賞
課題曲Ⅳ　梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

6 津幡町立津幡南中学校 〔指揮：奥泉　清人〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅲ　大いなる約束の大地～チンギス・ハーン（鈴木　英史）

7 内灘町立内灘中学校 〔指揮：吉田　淳一〕 銀賞
課題曲Ⅳ　歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール（C.サン＝サーンス／真島　俊夫）

8 白山市立松任中学校 〔指揮：北山　義隆〕 銀賞
課題曲Ⅲ　大いなる約束の大地～チンギス・ハーン（鈴木　英史）

9 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：宇宙の音楽（Ｐ.スパーク）

10 金沢市立浅野川中学校 〔指揮：田中　一宏〕 金賞
課題曲Ⅲ　管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より（M.アーノルド／瀬尾　宗利）

11 能美市立根上中学校 〔指揮：大橋　　望〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅳ　紺碧の波濤（長生　　淳）

12 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）

13 富山市立堀川中学校 〔指揮：保科　浩一〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：アンティフォナーレ（Ｖ.ネリベル）

14 富山市立山室中学校 〔指揮：久保有加里〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：「舞踏組曲」より　Ⅰ.モデラート、　Ⅴ.コモド、Ⅵ.アレグロ
（B.バルトーク／上埜　　孝）

15 福井市成和中学校 〔指揮：尾﨑慎太郎〕 銅賞
課題曲Ⅳ　開闢の譜（鈴木　英史）

16 坂井市立三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕 金賞
課題曲Ⅲ　宇宙の音楽（P.スパーク）

17 鯖江市中央中学校 〔指揮：佐々木和史〕 金賞
課題曲Ⅲ　大いなる約束の大地～チンギス・ハーン（鈴木　英史）

18 越前市武生第一中学校 〔指揮：宮本　　淳〕 銅賞
課題曲Ⅳ　歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（P.マスカーニ／宍倉　　淳）

19 越前市武生第二中学校 〔指揮：栗田　健一〕 銅賞
課題曲Ⅳ　喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より（D.ショスタコーヴィチ／佐藤　正人）

20 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 銀賞
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）

21 鯖江市鯖江中学校 〔指揮：廣比　知徳〕 金賞
課題曲Ⅱ　ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）

職場・一般部門　８月11日　９：00～	
1 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：華麗なる舞曲（C.T.スミス）
2 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：楓葉の舞（長生　　淳）
3 速星☆Friday's 〔指揮：今江　尊範〕 銀賞

課Ⅴ＆自由曲：交響的序曲（J.バーンズ）

4 百萬石ウィンドオーケストラ〔指揮：仲田　　守〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅱ　オプセショネル（長生　　淳）

5 小松市民吹奏楽団 〔指揮：廣瀬　真樹〕 金賞
課題曲Ⅲ　いにしえの時から（J.ヴァンデルロースト）

6 福井ブラスアカデミー 〔指揮：奥野　　一〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅲ　シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

高等学校Ａ部門　11：00～	
1 福井県立金津高等学校 〔指揮：西川　智康〕 銀賞

課題曲Ⅲ　吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より　Ⅰ.衝動　Ⅱ.情緒　Ⅳ陽光（高　昌師）
2 福井県立武生商業高等学校 〔指揮：植田　　薫〕 金賞・北陸代表

課題曲Ⅴ　エスカペイド（J.T.スパニョーラ）
3 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 金賞

課題曲Ⅳ　バレエ音楽「中国の不思議な役人」（B.バルトーク／仲田　　守）
4 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）
5 小松市立高等学校 〔指揮：木村　有孝〕 銀賞

課題曲Ⅴ　パガニーニ・ロスト　イン　ウィンド（長生　　淳）
6 石川県立小松明峰高等学校 〔指揮：斉藤　忠直〕 金賞

課題曲Ⅳ　紺碧の波濤（長生　　淳）
7 福井県立藤島高等学校 〔指揮：浅井　裕規〕 銅賞

課題曲Ⅳ　吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による（大栗　　裕）
8 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕 金賞

課Ⅱ＆自由曲：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」より　Ⅰ.序奏、Ⅱ.見えない世界の住
人たちについて、Ⅷ.舞踏の歌、Ⅸ.夜の彷徨者の歌（R.シュトラウス／ M.ハインズレー）

9 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：オプセシォネル（長生　　淳）

10 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：三つのジャポニスムより　Ⅰ.鶴が舞う、Ⅱ.雪の川、Ⅲ.祭り（真島　俊夫）

11 石川県立金沢桜丘高等学校 〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅴ　楽劇「サロメ」より　7つのヴェールの踊り（R.シュトラウス／小澤　俊朗）

12 星稜高等学校 〔指揮：大竹　　宏〕 銀賞
課題曲Ⅲ　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／ S.ネスティコ）

13 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：舞踏組曲より　Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ（B.バルトーク／鈴木　英史）

14 福井工業大学附属福井高等学校〔指揮：上野　元久〕 銅賞
課題曲Ⅲ　シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

15 北陸学園北陸高等学校 〔指揮：明石　憲和〕 銀賞
課題曲Ⅲ　オプセシォネル（長生　　淳）

16 遊学館高等学校 〔指揮：大嶋　直樹〕 金賞
課題曲Ⅲ　歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（P.マスカーニ／宍倉　　晃））

　写真提供：株式会社フォトライフ　

第41回富山県吹奏楽コンクール小学校部門　2013年（平成25年）7月28日（日）砺波市文化会館
富山大学人間発達科学部附属小学校　指揮：齊藤貴子
※富山大学人間発達科学部附属小学校は第54回北陸吹奏楽コンクールに富山県代表として出場し、グランプリを受賞
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　写真提供：株式会社フォトライフ　

第41回富山県吹奏楽コンクール大学部門　2013年（平成25年）7月28日（日）砺波市文化会館
富山大学吹奏楽団　指揮：建部知弘
※富山大学吹奏楽団は第61回全日本吹奏楽コンクールに北陸支部代表として通算５回目の出場を果たし、銀賞を受賞

第41回富山県吹奏楽コンクール高等学校Ｂ部門　2013年（平成25年）7月29日（月）砺波市文化会館
富山県立高岡工芸高校　指揮：岩本博之
※高岡工芸高校は第13回東日本学校吹奏楽大会で３年連続出場を果たし、金賞を受賞
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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

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
2011年 （平成23年） 第59回 東京普門館 第52回 芳野中学校 橘　　恭幸 金賞 ウインドオーケスラのためのマインドスケープ Ⅱ 高　　昌師 額中学校 （石川） 金賞
2012年 （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 第53回 額中学校 （石川） 金賞、根上中学校 （石川） 銀賞

2013年 （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 第54回 額中学校３年連続出場のため休み
津幡南中学校（石川）金賞、根上中学校 （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 （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

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

2011年 （平成23年） 第59回 東京普門館 第52回 富山商業高等学校 鍜治　伸也 銅賞 トリトン・デュアリティ Ⅴ 長生　　淳 小松明峰高校 （石川） 銀賞
高岡商業高校は３年連続出場のため休み

2012年 （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 第53回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銅賞 「ばらの騎士」組曲 Ⅳ Ｒ.シュトラウス 酒井　　格 金沢桜ヶ丘高校 (石川) 金賞

2013年 （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 第54回 金沢桜ヶ丘高校 (石川) 銀賞
武生商業高校（福井）銅賞

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

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
2011年 （平成23年） 第59回 青森県・青森市民文化会館 第52回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銀賞
2012年 （平成24年） 第60回 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銀賞 交響曲1997「天地人」 Ⅳ 譚　　　盾 天野　正道
2013年 （平成25年） 第61回 福岡県・福岡サンパレス 第54回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銀賞 鼓響…故郷 Ⅲ 天野　正道

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

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

2011年 （平成23年） 第59回 青森県・青森市民文化会館 第52回 ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞
百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞

2012年 （平成24年） 第60回 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞
福井ブラスアカデミー (福井) 銅賞

2013年 （平成25年） 第61回 福岡県・福岡サンパレス 第54回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
福井ブラスアカデミー (福井) 銅賞

【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
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
2011年  （平成23年） 第59回 東京普門館 青森市文化会館 第52回 福井県立音楽堂 第39回 砺波市文化会館
2012年  （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 金沢歌劇座 第40回 新川文化ホール
2013年  （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 福岡県・福岡サンパレス 第54回 金沢歌劇座 第41回 砺波市文化会館

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
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
2011年  （平成23年） 第59回 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 堀田　庸元 天国の島 佐藤　博昭 シャコンヌ S 新実　徳英 南風のマーチ 渡口　公康 「薔薇戦争」より　戦場にて 山口　哲人
2012年  （平成24年） 第60回 さくらのうた 福田　洋介 行進曲「よろこびへ歩きだせ」 土井　康司 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 足立　　正 行進曲「希望の空」 和田　　信 香り立つ刹那 長生　　淳
2013年  （平成25年） 第61回 勇者のマズルカ 三澤　　慶 祝典行進曲「ライジング・サン」 白岩　優拓 復興への序曲「夢の明日に」 岩井　直溥 エンターテインメント・マーチ 川北　栄樹 流沙 広瀬　正憲

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

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
2011年 （平成23年） 第59回 東京普門館 第52回 芳野中学校 橘　　恭幸 金賞 ウインドオーケスラのためのマインドスケープ Ⅱ 高　　昌師 額中学校 （石川） 金賞
2012年 （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 第53回 額中学校 （石川） 金賞、根上中学校 （石川） 銀賞

2013年 （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 第54回 額中学校３年連続出場のため休み
津幡南中学校（石川）金賞、根上中学校 （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 （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

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

2011年 （平成23年） 第59回 東京普門館 第52回 富山商業高等学校 鍜治　伸也 銅賞 トリトン・デュアリティ Ⅴ 長生　　淳 小松明峰高校 （石川） 銀賞
高岡商業高校は３年連続出場のため休み

2012年 （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 第53回 高岡商業高等学校 神田　賢二 銅賞 「ばらの騎士」組曲 Ⅳ Ｒ.シュトラウス 酒井　　格 金沢桜ヶ丘高校 (石川) 金賞

2013年 （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 第54回 金沢桜ヶ丘高校 (石川) 銀賞
武生商業高校（福井）銅賞

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

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
2011年 （平成23年） 第59回 青森県・青森市民文化会館 第52回 金沢大学吹奏楽団 （石川） 銀賞
2012年 （平成24年） 第60回 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銀賞 交響曲1997「天地人」 Ⅳ 譚　　　盾 天野　正道
2013年 （平成25年） 第61回 福岡県・福岡サンパレス 第54回 富山大学吹奏楽団 建部　知弘 銀賞 鼓響…故郷 Ⅲ 天野　正道

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

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

2011年 （平成23年） 第59回 青森県・青森市民文化会館 第52回 ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞
百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞

2012年 （平成24年） 第60回 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 ソノーレ・ウィンドアンサンブル （福井） 銀賞
福井ブラスアカデミー (福井) 銅賞

2013年 （平成25年） 第61回 福岡県・福岡サンパレス 第54回 百萬石ウインドオーケストラ （石川） 銅賞
福井ブラスアカデミー (福井) 銅賞

【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
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
2011年  （平成23年） 第59回 東京普門館 青森市文化会館 第52回 福井県立音楽堂 第39回 砺波市文化会館
2012年  （平成24年） 第60回 愛知県・名古屋国際会議場 栃木県・宇都宮市文化会館 第53回 金沢歌劇座 第40回 新川文化ホール
2013年  （平成25年） 第61回 愛知県・名古屋国際会議場 福岡県・福岡サンパレス 第54回 金沢歌劇座 第41回 砺波市文化会館

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
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
2011年  （平成23年） 第59回 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 堀田　庸元 天国の島 佐藤　博昭 シャコンヌ S 新実　徳英 南風のマーチ 渡口　公康 「薔薇戦争」より　戦場にて 山口　哲人
2012年  （平成24年） 第60回 さくらのうた 福田　洋介 行進曲「よろこびへ歩きだせ」 土井　康司 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 足立　　正 行進曲「希望の空」 和田　　信 香り立つ刹那 長生　　淳
2013年  （平成25年） 第61回 勇者のマズルカ 三澤　　慶 祝典行進曲「ライジング・サン」 白岩　優拓 復興への序曲「夢の明日に」 岩井　直溥 エンターテインメント・マーチ 川北　栄樹 流沙 広瀬　正憲

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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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

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）

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場 北陸支部からの参加団体無し 今年度より廃止

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂 北陸支部からの参加団体無し

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 鯖江市惜陰小学校 青山智枝子 銅賞

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

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（B. ウィーラン／ G. バイテンハイス）

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 「スペイン奇想曲」より（Ｎ．リムスキー＝コルサコフ／ M. ハインズレー）

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

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場

かほく市立河北台中学校 金賞

今年度より廃止
福井市明道中学校 銀賞
あわら市芦原中学校 銅賞
越前市南越中学校 銅賞

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂

福井市光陽中学校 龍勝　芳江 銅賞

射水市立小杉中学校 長谷川　香 金賞 復興（保科　洋）
福井市明道中学校 長谷川季美 銅賞

氷見市立西條中学校 山㟢　伸久 銅賞 舞踏組曲よりⅡ、Ⅴ（B. バルトーク）

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

射水市立小杉中学校 長谷川　香 金賞 ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌師）
かほく市立高松中学校 吉本　　仁 銅賞
あわら市芦原中学校 西村　竹広 銅賞
かほく市立河北台中学校 髙見　茂幸 金賞

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

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

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場
富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 二つの交響的断章（V. ネリベル）

今年度より廃止福井県立武生商業高等学校 金ヤマハ賞
石川県立松任高等学校 銀賞

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂

石川県立小松大谷高等学校 加藤　　圭 銅賞

福井県立三国高等学校 小林　幸代 銅賞

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銀賞 リバーダンス（B. ウィーラン）

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

福井県立三国高等学校 小林　幸代 銀賞

富山県立高岡工芸高等学校 岩本　博之 金賞 ケルト民謡による組曲　Ⅰ . マーチ　Ⅱ . エアー　Ⅲ . リール（ケルト民謡／建部　知弘）
富山県立石動高等学校 酒井　道明 銅賞 「スペイン組曲」より Andalucia（E. レクオーナ／高木　登古）

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。
第11回大会　フェスティバル部門が廃止
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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

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）

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場 北陸支部からの参加団体無し 今年度より廃止

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂 北陸支部からの参加団体無し

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール） 鯖江市惜陰小学校 青山智枝子 銅賞

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

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（B. ウィーラン／ G. バイテンハイス）

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 「スペイン奇想曲」より（Ｎ．リムスキー＝コルサコフ／ M. ハインズレー）

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

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場

かほく市立河北台中学校 金賞

今年度より廃止
福井市明道中学校 銀賞
あわら市芦原中学校 銅賞
越前市南越中学校 銅賞

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂

福井市光陽中学校 龍勝　芳江 銅賞

射水市立小杉中学校 長谷川　香 金賞 復興（保科　洋）
福井市明道中学校 長谷川季美 銅賞

氷見市立西條中学校 山㟢　伸久 銅賞 舞踏組曲よりⅡ、Ⅴ（B. バルトーク）

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

射水市立小杉中学校 長谷川　香 金賞 ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌師）
かほく市立高松中学校 吉本　　仁 銅賞
あわら市芦原中学校 西村　竹広 銅賞
かほく市立河北台中学校 髙見　茂幸 金賞

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

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

2011 年 （平成23年） 第 11 回 神奈川県・よこすか芸術劇場
富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銅賞 二つの交響的断章（V. ネリベル）

今年度より廃止福井県立武生商業高等学校 金ヤマハ賞
石川県立松任高等学校 銀賞

2012 年 （平成24年） 第 12 回 青森県・八戸市公会堂

石川県立小松大谷高等学校 加藤　　圭 銅賞

福井県立三国高等学校 小林　幸代 銅賞

富山県立高岡工芸高等学校 加藤　祐行 銀賞 リバーダンス（B. ウィーラン）

2013 年 （平成25年） 第 13 回 富山県・富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

福井県立三国高等学校 小林　幸代 銀賞

富山県立高岡工芸高等学校 岩本　博之 金賞 ケルト民謡による組曲　Ⅰ . マーチ　Ⅱ . エアー　Ⅲ . リール（ケルト民謡／建部　知弘）
富山県立石動高等学校 酒井　道明 銅賞 「スペイン組曲」より Andalucia（E. レクオーナ／高木　登古）

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。
第11回大会　フェスティバル部門が廃止
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第26回北陸マーチングコンテスト　2013年（平成 25年）９月15日（日）氷見市ふれあいスポーツセンター
砺波市立庄西中学校　指揮：梶　未波
※砺波市立庄西中学校は、北陸支部代表として第26回全日本マーチングコンテストに出場し、銅賞を受賞

第26回北陸マーチングコンテスト　2013年（平成 25年）９月15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：松田実希
※富山県立高岡商業高等学校は、北陸支部代表として第26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 26 回富山県マーチングコンテスト
第26回「 北陸マーチングコンテスト 」富山県予選
第26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 26 回北陸マーチングコンテスト
第26回「 全日本マーチングコンテスト 」北陸支部予選

・南砺市立福野中学校は第23回～ 25回大会で、3年連続北陸支部
代表となったため、今年度の大会はエントリーできなかった。

　 　
日時／2013年（平成25年）
　　　９月15日（日）15：40～
　　　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

足立　　正（作曲家　チューバ奏者）
伊藤　　透（尚美ミュージックカレッジ専門学校　管弦打楽器学科　科長）
小野　照三（ブリヂストン吹奏楽団久留米　名誉指揮者）
松原　孝政（昭和音楽大学講師　サクソフォン奏者）
三宅　秀幸（名古屋フィルハーモニー交響楽団　打楽器奏者）

中学校コンテスト部門　９月15日　　15：40～	
1 砺波市立庄西中学校 （DM：梶　　未波） 金賞･支部代表

・AMAZING  GRACE
・SEMPER  FI!
・AMERICA  THE  BEAUTIFUL

2 南砺市立吉江中学校 （DM：高田　結衣） 銀賞
・Precision
・Die Csardasfurstin

高校以上コンテスト部門　９月15日　15：54～	
1 富山県立富山商業高等学校 （DM：前田　樹里） 金賞

・AFRICA：CEREMONY, SONG AND RITUAL
2 ムジカグラート氷見 （DM：番匠　理美） 金賞

・組曲「赤い仔馬」より　夢の行進曲
・舞踏組曲「アパラチアの春」より

3 富山県立高岡商業高等学校 （DM：松田　実希）金賞･支部代表
・交響曲第2番「オデッセイ」より
　　　イリアド　　　　　カリプソの島
　　　ポセイドンの風　　イサカ

招待演奏	
南砺市立福野中学校 （DM：百生沙梨香）

・さくらさくらBrass Rock
・となみ野情緒より「こきりこ」

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

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）

2011 年（平成 23 年） 11 月 20 日 第 24 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞
マーチ「ライヴリー　アヴェニュー」
SEND　IN　THE　CLOWNS

第 24 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター（ＤＭ : 小西菜摘）

2012 年（平成 24 年） 11 月 18 日 第 25 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞 屋根の上のバイオリン弾き 第 25 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター（ＤＭ : 田村　葵）

2013 年（平成 25 年） 11 月 24 日 第 26 回 大阪城ホール
庄西中学校

銅賞
・AMAZING  GRACE
・SEMPER  FI!
・AMERICA  THE  BEAUTIFUL

第 26 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

福野中学校は３年連続出場のため休み
（ＤＭ : 梶　未波）

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

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）

2011 年（平成 23 年） 11 月 20 日 第 24 回 大阪城ホール
高岡商業高校

金賞
バレエ組曲「ガイーヌ」より　

序奏、剣の舞、子守唄、レズギンカ
第 24 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 平櫻　沙紀）

2012 年（平成 24 年） 11 月 18 日 第 25 回 大阪城ホール
富山商業高校

銀賞
AFRICA：CEREMONY、SONG 

AND RITUAL
第 25 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 馬木　美里）

2013 年（平成 25 年） 11 月 24 日 第 26 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞
・交響曲第 2 番「オデッセイ」より
　　　イリアド　　　　　カリプソの島
　　　ポセイドンの風　　イサカ

第 26 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 松田　実希）

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

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）

2011 年（平成 23 年） 11 月 20 日 第 24 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞
マーチ「ライヴリー　アヴェニュー」
SEND　IN　THE　CLOWNS

第 24 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター（ＤＭ : 小西菜摘）

2012 年（平成 24 年） 11 月 18 日 第 25 回 大阪城ホール
福野中学校

銀賞 屋根の上のバイオリン弾き 第 25 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター（ＤＭ : 田村　葵）

2013 年（平成 25 年） 11 月 24 日 第 26 回 大阪城ホール
庄西中学校

銅賞
・AMAZING  GRACE
・SEMPER  FI!
・AMERICA  THE  BEAUTIFUL

第 26 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

福野中学校は３年連続出場のため休み
（ＤＭ : 梶　未波）

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

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）

2011 年（平成 23 年） 11 月 20 日 第 24 回 大阪城ホール
高岡商業高校

金賞
バレエ組曲「ガイーヌ」より　

序奏、剣の舞、子守唄、レズギンカ
第 24 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 平櫻　沙紀）

2012 年（平成 24 年） 11 月 18 日 第 25 回 大阪城ホール
富山商業高校

銀賞
AFRICA：CEREMONY、SONG 

AND RITUAL
第 25 回

氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 馬木　美里）

2013 年（平成 25 年） 11 月 24 日 第 26 回 大阪城ホール
高岡商業高校

銀賞
・交響曲第 2 番「オデッセイ」より
　　　イリアド　　　　　カリプソの島
　　　ポセイドンの風　　イサカ

第 26 回
氷見市ふれあい
スポーツセンター

（ＤＭ : 松田　実希）
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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35回 富山県アンサンブルコンテスト新川地区大会
（第48回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成26年１月18日（土）11：00 ～
   小学校の部、高等学校の部
　　　　　　　　　　 19日（日）　９：30 ～
   中学校の部、職場・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：斉藤　忠直（北陸吹奏楽連盟理事　石川県立小松明峰高等学校教諭）
　　　　曽根　敦子（東京交響楽団　ホルン奏者）
　　　　鶴飼　奈民（ヴィーヴ！サクソフォン・クワルテット　サクソフォン奏者）
　　　　東　　佳樹（シエナ・ウィンド・オーケストラ　打楽器奏者）
　　　　松生　知子（東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）

＜小学校の部＞	 １月18日（土）11：00～
1 滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏 金賞・地区代表

３つの魔法（高橋　宏樹作曲）
2 滑川市立田中小学校 クラリネット五重奏  銅賞

フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）
3 滑川市立田中小学校 サクソフォン四重奏  金賞

グリーンスリーブス・ファンタジー（戸田　顕作曲）
4 魚津市立吉島小学校 混成八重奏  銅賞

ビリーヴ（杉本　竜一作曲／小島　里美編曲）
5 滑川市立寺家小学校 混成六重奏 金賞・地区代表

ガーシュイン・メドレー（G.ガーシュイン作曲／廣瀬大悟編曲）
6 滑川市立東部小学校 混成八重奏  銀賞

エンターティナー（S.ジョプリン作曲／山里　佐和子編曲）
7 滑川市立田中小学校 ホルン三重奏  銀賞

優雅な踊り（J.ガストルディー作曲／ B.ピアソン編曲）
8 上市町立南加積小学校 金管八重奏 金賞・地区代表

Ａ列車で行こう（B.ストレイホン作曲／山下　国俊編曲）
9 上市町立南加積小学校 金管四重奏  銀賞

「惑星」より　木星（G.ホルスト作曲／山里　佐和子編曲）
10 魚津市立吉島小学校 金管五重奏  銀賞

「男声合唱のためのアルバム」より　夕べに私が出かけたとき、ハリング
（E.H.グリーグ作曲／山本　教生編曲）

11 滑川市立田中小学校 金管五重奏  銀賞
吟遊詩人のソナタ（作曲者不詳）

＜高等学校の部＞	 １月18日（土）13：00～
1 富山県立魚津高等学校 打楽器四重奏  金賞

彩雲（濵口　大弥作曲）
2 富山県立桜井高等学校 打楽器三重奏 金賞・地区代表

トリオ・パー・ウノ（N.J.ジヴコヴィッチ作曲）
3 富山県立雄山高等学校 打楽器六重奏  銀賞

イントロダクション・アンド・ダンスNo. １（櫛田　月失之扶作曲）
4 新川高等学校 打楽器四重奏  銀賞

スピリチュアル（八木澤　教司作曲）
5 富山県立滑川高等学校 打楽器五重奏  銀賞

シンデレラ～５人の奏者のための（J.グラステイル作曲）
6 富山県立雄山高等学校 クラリネット四重奏  銀賞

リコリス・リックス（A.フラッケンポール作曲）
7 富山県立入善高等学校 クラリネット四重奏 金賞・地区代表

「オーディションのための６つの小品」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ（J.M.ドゥファイ作曲）
8 富山県立滑川高等学校 サクソフォン五重奏  銀賞

ソナチネ（飯島　俊成作曲）

9 富山県立入善高等学校 フルート四重奏 金賞・地区代表
アダージョとスケルツォ（A.F.ウーテル作曲）

10 富山県立雄山高等学校 サクソフォン三重奏  銅賞
むさしのファンタジア（三澤　慶作曲）

11 富山県立魚津工業高等学校 クラリネット四重奏  銅賞
ファンタジア（P.ハーヴェイ作曲）

12 富山県立魚津高等学校 木管八重奏  銀賞
「悲歌」能～道成寺の物語によるバラード（松下　倫士作曲）

13 富山県立魚津工業高等学校 木管四重奏  銀賞
コッツウォルズの風景（広瀬　勇人作曲）

14 富山県立魚津高等学校 クラリネット四重奏  金賞
楽天家に捧ぐ螺旋～クラリネット４本のための～（ｃｏｂａ作曲）

15 富山県立滑川高等学校 フルート四重奏  銀賞
「想い出は銀の笛」より　Ⅱ．真紅のルビー、Ⅴ．ブルー・パステル（三浦　真理作曲）

16 富山県立泊高等学校 混成七重奏  銅賞
「ジグとリール」より　マイリーズ・ウェディング、スター・オブ・ザ・カウンティー
ダウン、ダニー・ボーイ（E.H.ジョーンズ作曲／ P.ウィルソン編曲）

17 富山県立泊高等学校 混成七重奏  銀賞
マカーム・ダンス（片岡寛晶作曲）

18 富山県立桜井高等学校 混成七重奏  銀賞
ふたつの伝承歌（高橋　宏樹作曲）

19 新川高等学校 混成八重奏  銀賞
風の詩（福島　弘和作曲）

20 富山県立魚津工業高等学校 金管八重奏  銀賞
てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）

21 富山県立桜井高等学校 金管四重奏  金賞
３つの舞曲（T.スザート作曲／ R.キング編曲）

22 富山県立雄山高等学校 金管七重奏  銅賞
金管七重奏のための“ティー・タイム”（髙橋　伸哉作曲）

23 富山県立魚津工業高等学校 金管五重奏  銅賞
小さな祝典音楽（後藤　洋作曲）

24 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 金賞・地区代表
スリー・ダンス・エピソード（E.グレグソン作曲）

25 富山県立桜井高等学校 金管六重奏  銀賞
夏の丘の街（濱崎　大吾作曲）

26 富山県立滑川高等学校 金管八重奏  銀賞
「ア・ラ・カルト」より　Ⅲ．ハンガリアン・グラーシュ、
Ⅴ．ラザーニャ・ヴェルディ（G.リチャーズ作曲）

＜中学校の部＞	 １月19日（日）９：30～
1 黒部市立高志野中学校 打楽器三重奏 銀賞

夢幻（石毛　里佳作曲）
2 立山町立雄山中学校 打楽器五重奏 金賞・地区代表

美星の降る夜に･･･ ～願い、やがて強靱な心と翼を持った～（片岡　寛晶作曲）
3 入善町立入善西中学校 打楽器五重奏 金賞

水面に射す紅き影の波紋（山澤　洋之作曲）
4 滑川市立早月中学校 打楽器四重奏 銅賞

ポップトーン（山本　教生作曲）
5 黒部市立鷹施中学校 打楽器三重奏 銅賞

アマンド・ショコラ（高橋　宏樹作曲）
6 上市町立上市中学校 打楽器四重奏 銀賞

メトリック・リップス（B.フレックス作曲／ D.スタインクエスト編曲）
7 入善町立入善中学校 打楽器五重奏 金賞・地区代表

セレモニー（吉岡　孝悦作曲）
8 朝日町立朝日中学校 打楽器四重奏 銀賞

ジ・インペリアル・コード（J.グラステイル作曲）
9 魚津市立西部中学校 打楽器四重奏 銀賞

石を割る華（山澤　洋之作曲）
10 黒部市立桜井中学校 打楽器三重奏 銀賞

エオリアン・トリオ（金田　真一作曲）
11 魚津市立西部中学校 フルート四重奏 銀賞

フィオリトゥーラ（八木澤　教司作曲）
12 上市町立上市中学校 クラリネット四重奏 銀賞

クラリネット四重奏のための　クローバー・ファンタジー（三浦　真理作曲）
13 滑川市立滑川中学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

彗星－トルヴェールの≪惑星≫より－（長生　淳作曲）
14 魚津市立西部中学校 クラリネット五重奏 銀賞

ミニチュア・タウン（石毛　里佳作曲）
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15 滑川市立早月中学校 木管七重奏 銅賞
フォスター・チューンズⅠ（S.C.フォスター作曲／山本　教生編曲）

16 入善町立入善西中学校 クラリネット五重奏 金賞・地区代表
ダンス～クラリネット5本のための（大島　ミチル作曲）

17 魚津市立東部中学校 フルート五重奏 銀賞
雨の庭～フルート五重奏のための心象スケッチ～（福島　弘和作曲）

18 黒部市立桜井中学校 サクソフォン三重奏 銀賞
パッション（髙橋伸哉作曲）

19 魚津市立東部中学校 クラリネット三重奏 銀賞
ウェントス（石毛里佳作曲）

20 滑川市立滑川中学校 フルート四重奏 金賞
「想い出は銀の笛」より　Ⅱ．真紅のルビー、Ⅴ．ブルー・パステル（三浦　真理作曲）

21 入善町立入善中学校 クラリネット四重奏 銀賞
ローテンブルのからくり時計（田中久美子作曲）

22 滑川市立滑川中学校 クラリネット五重奏 金賞
喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ作曲／鈴木　英史編曲）

23 黒部市立桜井中学校 クラリネット四重奏 銅賞
ファンタジア（P.ハーヴェイ作曲）

24 朝日町立朝日中学校 サクソフォン三重奏 銀賞
ガラスの香り（福田　洋介作曲）

25 魚津市立東部中学校 サクソフォン五重奏 銀賞
ソナチネ（飯島　俊成作曲）

26 黒部市立高志野中学校 木管六重奏 銅賞
村にて（M.P.ムソルグスキー作曲／山本　教生編曲）

27 立山町立雄山中学校 クラリネット七重奏 銀賞
ソナチネ（B.バルトーク作曲／黒川　圭一編曲）

28 入善町立入善中学校 サクソフォン三重奏 金賞・地区代表
パッション（髙橋　伸哉作曲）

29 朝日町立朝日中学校 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）

30 黒部市立桜井中学校 フルート三重奏 銅賞
「トリプルあいす」より　Ⅰ．すとろべりぃ、Ⅱ．バニラ（生チョコ付）、
　Ⅲ．まっ茶！（八木澤　教司作曲）

31 入善町立入善西中学校 木管五重奏 銀賞
マイ・ホームタウン（広瀬　勇人作曲）

32 上市町立上市中学校 混成八重奏 銅賞
ガーシュイン・エアー（G.ガーシュイン作曲／山本教生編曲）

33 黒部市立宇奈月中学校 混成八重奏 銅賞
マイ・ホームタウン（広瀬　勇人作曲）

34 魚津市立西部中学校 金管八重奏 銀賞
選ばれた場所（福島　弘和作曲）

35 入善町立入善中学校 金管七重奏 銀賞
「もう一匹の猫」より　クラーケン（C.ヘイゼル作曲）

36 黒部市立高志野中学校 金管三重奏 銅賞
「金管三重奏のための組曲」より　Ⅰ．アルマンド、Ⅱ．クーラント
（G.F.ヘンデル作曲／ I.ローゼンタール編曲）

37 滑川市立早月中学校 金管八重奏 銅賞
ガーシュイン・エアー（G.ガーシュイン作曲／山本　教生編曲）

38 黒部市立高志野中学校 金管六重奏 銅賞
「メーリケ合唱曲集」より　Ⅰ．序詞、Ⅱ．各人各様、Ⅲ．荒野の乙女
（H.ディストラー作曲／山本　教生編曲）

39 魚津市立東部中学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のためのファンファーレ（福島　弘和作曲）

40 朝日町立朝日中学校 金管八重奏 金賞
選ばれた場所（福島　弘和作曲）

41 入善町立入善西中学校 金管六重奏 金賞
スカルプチャー・イン・ブラス（片岡　寛晶作曲）

42 上市町立上市中学校 金管八重奏 銀賞
村人の歌による狂詩曲（石川　亮太作曲）

43 立山町立雄山中学校Ａ 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）

44 立山町立雄山中学校Ｂ 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）

45 滑川市立滑川中学校 金管八重奏 金賞・地区代表
「スザート組曲」より　Ⅰ．ムーア人の踊り、Ⅳ．バス・ダンス「羊飼い」、
Ⅵ．戦いのパヴァーヌ（T.スザート作曲／廣瀬　大悟編曲）

＜職場・一般の部＞	 １月19日（日）16：05～
1 メーヴェンリートウィンドアンサンブル サクソフォン四重奏 金賞

アルルのサックス展覧会（高橋　宏樹作曲）
2 ら・こんせ～る・のくちゅ～る フルート三重奏 金賞

碧い月の神話（石毛　里佳作曲）
3 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 金賞・地区代表

木管三重奏のための「モノローグとタランテラ」（坂井　貴祐作曲）
4 滑川吹奏楽団 金管三重奏 銀賞

「ガーシュイン・ソング・アルバム」より　クラップ・ヨー・ハンズ、誰かが見つめてる、
アイ・ガット・リズム（G.ガーシュイン作曲／廣瀬　大悟編曲）

5 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 金賞・地区代表
金管五重奏のための組曲「ブラス・カラーズ」よりⅠ、Ⅱ、Ⅳ　（渡部　哲哉作曲）

6 ら・こんせ～る・のくちゅ～る トロンボーン四重奏 金賞・地区代表
２つのバガテル　（A.リード作曲）

7 ら・こんせ～る・のくちゅ～る バリ・テューバ四重奏 銀賞
「ラ～メン・ヌードルズ」より　Ⅰ．やっぱり塩、煮たまごトッピング！、Ⅱ．
ネギたっぷりの味噌、Ⅲ．こってり豚骨チャーシュー、Ⅳ．たまには醤油、ライ
ス付（八木澤　教司作曲）



〔25〕

富山支部

  第35回 富山県アンサンブルコンテスト富山地区大会
（第47回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成26年１月18日（土）・19日（日）
大会第１日　平成26年１月18日（土）

小学校の部　　　　　９：３０
高等学校の部　　　　９：３５
職場・一般の部　　１６：０１
結果発表・表彰式　１７：００

大会第２日　平成26年１月19日（日）
中学校の部　　　　　９：３０
結果発表・表彰式　１６：５０

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：大津　立史（シエナ・ウインドオーケストラ　サクソフォン奏者）
　　　　塩田　拓郎（東京フィルハーモニー交響楽団　首席打楽器奏者）
　　　　杉木　峯夫（東京芸術大学名誉教授）
　　　　立原　　勇（作曲家）
　　　　堀井　　惠（昭和音楽大学・新潟大学講師　日本フルート協会常任理事）

〈小学校の部〉１月18日（土）９：30～	
1 富山市立山室小学校 管楽７重奏 金賞・地区代表

こきりこ（富山県民謡／山本　教生編曲）

〈高等学校の部〉１月18日（土）９：35～	
1 富山県立富山東高等学校 Sax ４重奏  銀賞

My　Favorite　Things（R.ロジャーズ作曲／真島　俊夫編曲）
2 富山県立富山南高等学校 金管８重奏  金賞

ニューヨークのロンドンっ子より、５・ラジオシティー（J・パーカー作曲）
3 富山県立富山いずみ高等学校 Cl ６重奏  銀賞

クラリネット・ダンス（福田　洋介作曲）
4 富山県立富山高等学校 金管８重奏  銀賞

晴れた日は恋人と市場へ！（建部　知弘作曲）
5 富山県立中央農業高等学校 Sax ３重奏  銅賞

パッション（高橋　伸哉作曲）
6 富山県立水橋高等学校 管打８重奏  銀賞

ラバー・ダック・レース（宮川　成治作曲）
7 富山県立富山中部高等学校 Sax ４重奏  銀賞

サキソフォン四重奏曲（A.デザンクロ作曲）
8 富山県立富山東高等学校 金管８重奏  銀賞

選ばれた場所（福島　弘和作曲）
9 富山県立富山いずみ高等学校 Sax ３重奏  銀賞

リベルタンゴ（アストル　ピアソラ作曲／浅利　真編曲）
10 片山学園中学校・高等学校 Fl ３重奏  銀賞

「小組曲2番」より（アルビージ作曲）
11 富山県立富山高等学校 打楽器８重奏 金賞・地区代表

紅蓮の斜陽～８人の打楽器奏者のために～（Jerry Grasstail作曲）
12 富山県立富山高等学校 Cl ８重奏  金賞

序奏とロンド（G.ジェイコブ作曲）
13 富山県立富山いずみ高等学校 打楽器４重奏  銀賞

花回廊／風龍（山澤　洋之作曲）
14 富山県立八尾高等学校 Fl ３重奏  銀賞

THREE TRIOS Opus13-2よりAllegro non tanto（F.クーラウ作曲）
15 富山国際大学付属高等学校 金管３重奏  銀賞

金管3重奏のためのソナタよりⅠ（F.プーランク作曲）
16 富山県立富山西高等学校 管打５重奏  銅賞

子供の世界より（メリカント作曲／山本　教生編曲）
17 富山県立富山商業高等学校 Fl ４重奏 金賞・地区代表

フルート四重奏曲（PIERRE　MAX　DUBOIS作曲）
18 富山県立富山中部高等学校 木管３重奏  銀賞

「忠実な音楽の師」より　リコーダーソナタ（G.テレマン作曲／山口　景子編曲）
19 富山県立水橋高等学校 打楽器３重奏  銀賞

月迷宮/大神（山澤　洋之作曲）
20 片山学園中学校・高等学校 Sax ４重奏  金賞

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（レハール作曲／鈴木　英史編曲）
21 富山県立八尾高等学校 金管８重奏  銀賞

華円舞（福田　洋介作曲）
22 富山県立富山東高等学校 Fl ４重奏  金賞

夏山の一日（E.ボザ作曲）
23 富山第一高等学校 打楽器４重奏  銀賞

祈りの光　一つの思いⅠ（山澤　洋之作曲）
24 富山県立富山商業高等学校 Sax ４重奏 金賞・地区代表

サクソフォン四重奏のためのトルヴェール＜惑星＞より彗星　（長生　淳作曲）
25 富山県立富山中部高等学校 打楽器６重奏  金賞

祝典とコラール（N.デポンテ作曲）
26 富山県立富山いずみ高等学校 金管７重奏  銅賞

文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）
27 富山県立富山工業高等学校 Cl ５重奏  銀賞

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）
28 片山学園中学校・高等学校 打楽器３重奏  金賞

ディベルティメント～ 3人の打楽器奏者のために～（ジェリー・グラステイル作曲）
29 富山県立八尾高等学校 Sax ４重奏  銀賞

ティータイムの画集よりⅢ、Ⅳ（三浦　真理作曲）
30 片山学園中学校・高等学校 Cl ４重奏  金賞

ファンタジア（ハーヴェイ作曲）
31 富山県立中央農業高等学校 打楽器４重奏  銀賞

マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）
32 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）
33 富山県立富山工業高等学校 金管８重奏  銅賞

晴れた日は恋人と市場へ！（建部　知弘作曲）
34 富山県立富山商業高等学校 管打８重奏 金賞・地区代表

ADVENT　SILICA（Jerry　Grasstail作曲）
35 富山県立中央農業高等学校 金管７重奏  銀賞

金管のための序曲（F.L.Frank作曲）
36 富山県立八尾高等学校 Cl ４重奏  金賞

｢バードウォッチング｣ よりⅠ、Ⅲ、Ⅴ（M.ヘンリー作曲）
37 富山県立富山高等学校 Sax ６重奏 金賞・地区代表

ねがい（石毛　里佳作曲）
38 富山県立富山工業高等学校 Sax ４重奏  金賞

「ギリシャ組曲」よりワルツ、クレタ（P.イトゥラルデ作曲）
39 富山県立水橋高等学校 Cl ３重奏  銀賞

ウェントス（石毛　里佳作曲）
40 富山県立富山南高等学校 打楽器８重奏  金賞

打楽器アンサンブルのための協奏曲（デヴィット・ギリングハム作曲）
41 富山県立富山中部高等学校 金管８重奏  金賞

華円舞（福田　洋介作曲）
42 富山県立富山商業高等学校 Cl ６重奏  金賞

弦楽四重奏曲より　第１楽章（ドビュッシー作曲／福島　弘和編曲）
43 富山県立富山南高等学校 Sax ４重奏 金賞・地区代表

四重奏曲より第３楽章（ALFRED　DESENCLOS作曲）
44 富山県立中央農業高等学校 管楽３重奏  銀賞

忠実な羊飼いより　プレリュード、ジーグ（N.シェドヴィル作曲）
45 富山県立富山南高等学校 Cl ４重奏  金賞

ソナチネより１，３（ボザ作曲）
46 富山県立富山工業高等学校 打楽器６重奏  銀賞

カプリス（金田　真一作曲）

〈職場・一般の部〉１月18日（土）16：01	
1 ブラスバンドＴＳＢ 金管８重奏 金賞・地区代表

スリー・セインツ（G.リチャーズ作曲）
2 富山ミナミ吹奏楽団 Cl ４重奏  銀賞

革命家（A.　ピアソラ作曲／黒川　圭一編曲）
3 富山ミナミ吹奏楽団 金管８重奏  金賞

エルトゥールルの奇跡（鹿口　誠作曲）
4 速星☆Friday's 金管８重奏 金賞・地区代表

「高貴なる葡萄酒を讃えて」より　Ⅴ.フンダドーレ・・・そしてシャンパンをも
う一本（G.リチャーズ作曲）

5 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器８重奏 金賞・地区代表
打楽器八重奏のための「ペルフェクトゥム　トリニタス」（J.グラステイル作曲）
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日　時

富山県学校吹奏楽連盟

第35回
富山地区アンサンブルコンテスト

第35回
富山地区アンサンブルコンテスト

第35回
富山地区アンサンブルコンテスト

場　所

開場9：00

開場9：00平成26年1月19日（日） 
中学校の部

小学校の部、高等学校の部、職場・一般の部 
平成26年1月18日（土）

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

6 富山ミナミ吹奏楽団 Fl ４重奏  金賞
フィオリトゥーラ（八木澤　教司作曲）

7 速星☆Friday's 打楽器３重奏  金賞
Walhalla（濱口　大弥作曲）

〈中学校の部〉１月19日（日）９：30～	
1 富山市立呉羽中学校 金管７重奏  銀賞

連獅子（福田　洋介作曲）
2 富山市立月岡中学校 Sax ４重奏  金賞

イタリア協奏曲　第3楽章（J.S.バッハ作曲／廣瀬　一彦編曲）
3 富山市立西部中学校 打楽器３重奏  銀賞

エオリアン・トリオ（高橋　宏樹作曲）
4 富山市立芝園中学校 Fl ４重奏  金賞

フルート４重奏のための想い出は銀の笛（三浦　真理作曲）
5 富山市立山室中学校 金管８重奏  銀賞

シアター・ミュージック・パート1（坂井　貴祐作曲）
6 富山市立新庄中学校 Cl ３重奏  銀賞

木管三重奏の愉しみⅢ（福島　弘和作曲）
7 富山市立北部中学校 打楽器３重奏  金賞

月迷宮／大神（山澤　洋之作曲）
8 富山市立山室中学校 Fl ３重奏  金賞

「小組曲第二番」より（A.アルビージ作曲）
9 富山市立東部中学校 Hr ３重奏  銀賞

３つのコラール（ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲／アルバート　ビジェロー編曲）
10 富山市立新庄中学校 Fl ３重奏 金賞・地区代表

海のパレット（藤田　哲志作曲）
11 富山市立城山中学校 木管８重奏 金賞・地区代表

「悲歌」能～道成寺の物語によるバラード（松下　倫士作曲）
12 富山市立速星中学校 Fl ３重奏  金賞

三重奏　ニ長調　作品５１－３（ベルビギエ作曲／ヴィエナンド編曲）
13 富山市立速星中学校 金管６重奏  金賞

プレリュード、バラードと祝典（和田　直也作曲）
14 富山市立堀川中学校 打楽器６重奏 金賞・地区代表

バリ島からの幻想曲’84 ～打楽器六重奏のための～（伊藤　康英作曲）
15 富山市立堀川中学校 金管８重奏  金賞

スザート組曲より　１，２，４（T.スザート作曲）
16 富山市立新庄中学校 Sax ４重奏  金賞

カルメン幻想曲　サクソフォーン四重奏のために
（ジョルジュ・ビゼー作曲／伊藤　康英編曲）

17 富山市立呉羽中学校 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）

18 富山市立芝園中学校 金管８重奏 金賞・地区代表
ダンスリー（T.Susato作曲／小野寺　真編曲）

19 富山市立山室中学校 Cl ６重奏  銀賞
組曲「ドリー」よりⅠ、Ⅵ（G.フォーレ作曲／黒川　圭一編曲）

20 富山市立八尾中学校 Sax ４重奏  銀賞
グリーンスリーヴス・ファンタジー（戸田　顕作曲）

21 富山市立上滝中学校 金管５重奏  銅賞
コッツウォルズの風景（広瀬　勇人作曲）

22 富山市立月岡中学校 管楽６重奏  銀賞
Vent de Folie（Didier Favre作曲）

23 富山市立和合中学校 金管８重奏  銀賞
花柳の舞（渡部　哲哉作曲）

24 富山市立月岡中学校 Cl ４重奏 金賞・地区代表
クラリネットラプソディ（David Bennett作曲）

25 富山市立水橋中学校 Fl ２重奏  銀賞
二人でカルメンを（ビゼー作曲／伊東　康英編曲）

26 富山市立和合中学校 Sax ４重奏  銀賞
ルーマニア民謡の主題による組曲　より　Ⅰ　Ⅴ（J.アブシル作曲）

27 富山市立速星中学校 木管５重奏  銀賞
私のお気に入り（リチャード・ロジャース作曲／福田　洋介編曲）

28 富山市立堀川中学校 管楽８重奏  銀賞
晴れた日は恋人と市場へ（建部　知弘作曲）

29 富山市立呉羽中学校 Cl ４重奏  金賞
死と乙女（フランツ・シューベルト作曲／かとうまさゆき編曲）

30 富山市立芝園中学校 打楽器５重奏 金賞・地区代表
ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）

31 富山市立東部中学校 Cl ４重奏  銅賞
エンターティナー（スコット・ジョプリン作曲／ジェームス・マクリード編曲）

32 富山市立八尾中学校 金管８重奏  金賞
テルプシコーレⅠ（森田　一浩作曲）

33 富山市立上滝中学校 木管４重奏  銀賞
アイルランド民謡による３つの前奏曲（Reynaldo Hahn作曲／川原　明夫編曲）

34 富山市立水橋中学校 Cl ５重奏  銀賞
ミニチュア・タウン（石毛　里佳作曲）

35 富山市立八尾中学校 Cl ５重奏  銀賞
「メリー・ウィドウ」セレクション（レハール作曲／鈴木　英史編曲）

36 富山市立北部中学校 Fl ３重奏  銀賞
パフェ・パラダイス！（八木澤　教司作曲）

37 富山市立速星中学校 管楽５重奏  銅賞
花のワルツ（チャイコフスキー作曲／織田　英子編曲）

38 富山市立和合中学校 Fl ４重奏  銀賞
フルート吹きの休日　より　Ⅰ.フルート吹きの牧歌　Ⅳ.軽快なフルート吹き
（J.カステレード作曲）

39 富山市立和合中学校 Cl ６重奏  銀賞
組曲「ドリー」より　Ⅰ.子守歌　Ⅵ.スペイン風の踊り
（G.フォーレ作曲／黒川　圭一編曲）

40 富山市立西部中学校 Cl ３重奏  銀賞
３つの魔法　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（高橋　宏樹作曲）

41 富山市立芝園中学校 Cl ５重奏 金賞・地区代表
カレイドスコープ（R.T.LORENZ作曲）

42 富山市立東部中学校 打楽器４重奏  銀賞
ポップ　トーン（山本　教生作曲）

43 富山市立西部中学校 Fl ３重奏  金賞
トリプルあいす　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（八木沢　教司作曲）

44 富山市立山田中学校 Sax ４重奏  銀賞
Here（岩田　学作曲）

45 富山市立北部中学校 Sax ４重奏  銀賞
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

46 富山市立城山中学校 金管８重奏  金賞
晴れた日は恋人と市場へ！（建部　知弘作曲）

47 富山市立水橋中学校 Sax ４重奏  銀賞
子供の情景より（シューマン作曲／福島　弘和編曲）

48 富山市立上滝中学校 Sax ３重奏  銀賞
アミューズメント・パーク組曲（高橋　宏樹作曲）

49 富山市立岩瀬中学校 管楽６重奏  銅賞
小さな祝典音楽（後藤　洋作曲）

50 富山市立新庄中学校 管打８重奏  銀賞
アイリッシュ・スピリッツⅡ（アイルランド民謡／山本　教生編曲）

51 富山市立北部中学校 Cl ４重奏  銀賞
スカボロー・フェア（イギリス民謡／福島　弘和編曲）

52 富山市立西部中学校 金管６重奏  銅賞
夏の丘の街（濱崎　大吾作曲）

53 富山市立呉羽中学校 Fl ４重奏  銀賞
フィオリトゥーラ（八木澤　教司作曲）

54 富山市立山室中学校 Sax ５重奏  銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）
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高岡支部

  第35回 富山県アンサンブルコンテスト高岡地区大会
（第48回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成26年１月11日（土）
13：00 ～　小学校の部、高等学校の部、大学の部、
　　　　　　　職場・一般の部
　　　　　 　 12日（日）
9：00 ～　  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：秋田　賀文（武蔵野音楽大学教授）
　　　　岡田　知之（公益財団法人日本吹奏楽指導者協会副会長）
　　　　小林　志穂（大阪交響楽団　首席フルート奏者）
　　　　田中　一宏（石川県吹奏楽連盟副理事長）
　　　　東　　涼太（Quartet Spiritus　バリトンサックス奏者）

＜小学校の部＞　	 １月11日（土）　13:00～
1 射水市立新湊小学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

「四重奏曲」より第１，３楽章（ジャンジャン作曲）
2 高岡市立野村小学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

アリオンの琴歌（八木澤　教司作曲）
3 高岡市立野村小学校 クラリネット七重奏 銀賞

てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）
4 射水市立新湊小学校 クラリネット三重奏 銀賞

グランド・トリオＯＰ．６６Ｎｏ１（A.B.フュルステナウ作曲）
5 高岡市立野村小学校 フルート三重奏 金賞

パフェ・パラダイス！（八木澤　教司作曲）
6 高岡市立野村小学校 金管八重奏 銀賞

アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）
7 射水市立新湊小学校 金管五重奏 金賞・地区代表

陛下のサックバットとコルネットのための音楽より第１，３，４楽章（Ｍ.ロック作曲）

＜高等学校の部＞　	 １月11日（土）　13:54～
1 富山県立高岡工芸高等学校 打楽器七重奏 金賞

ミラ（野本　洋介作曲） 
2 富山県立小杉高等学校 打楽器五重奏 金賞・地区代表

エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲） 
3 富山県立新湊高等学校 打楽器三重奏 銀賞

鬼雀蜂の壺（濱口　大弥作曲） 
4 富山県立大門高等学校 打楽器三重奏 金賞

ザ･ウェーブ　インプレッションズ
　～ソロ･マリンバと２人の打楽器奏者のための～（安倍　圭子作曲） 

5 富山県立高岡商業高等学校 サクソフォン四重奏 金賞
サクソフォン四重奏曲より４楽章（クロード　パスカル作曲） 

6 富山県立伏木高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞
祀り　－サックス四重奏のための（高橋　宏樹作曲） 

7 富山県立高岡高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞
「ギリシャ組曲」よりワルツ、クレタ（P.イトゥラルデ作曲） 

8 富山県立新湊高等学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表
マウンテンロード（マスランカ作曲） 

9 富山県立高岡南高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞
トルヴェールのための「惑星」より　　彗星（長生　淳作曲） 

10 富山県立大門高等学校 サクソフォン四重奏 金賞
アンダンテとスケルツェット（P.ランティエ作曲） 

11 富山県立福岡高等学校 サクソフォン三重奏 銀賞
むさしのファンタジア（三澤　慶作曲） 

12 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞・地区代表
タクミズブギ（ブルース　スターク作曲） 

13 富山県立大門高等学校 クラリネット六重奏 金賞
クラウナリー・フォー・クラリネッツ（H.スタルパース作曲） 

14 富山県立高岡高等学校 クラリネット四重奏 金賞・地区代表
クラリネット４重奏のための「クローバー・ファンタジー」より
　Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ（三浦　真理作曲） 

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

16 富山県立福岡高等学校 クラリネット三重奏 銅賞
３つの魔法（高橋　宏樹作曲） 

17 富山県立高岡工芸高等学校 クラリネット三重奏 銀賞
ウェントス（石毛　里佳作曲） 

18 富山県立新湊高等学校 クラリネット三重奏 金賞
三重奏曲（プート作曲） 

19 富山県立小杉高等学校 フルート四重奏 銀賞
アルカディ より　Ⅰ.羊飼い Ⅲ.森の精（M.ベルトミュー作曲） 

20 富山県立高岡南高等学校 フルート四重奏 銀賞
三つの小品より（E.ボザ作曲） 

21 富山県立高岡高等学校 フルート三重奏 銀賞
月明かりの照らす３つの風景（高橋　宏樹作曲） 

22 富山県立小杉高等学校 木管八重奏 銀賞
絵のない絵本～第１２夜～（樽屋　雅徳作曲） 

23 富山県立氷見高等学校 木管八重奏 銅賞
ブエノスアイレスの春（A.ピアソラ作曲） 

24 高岡第一高等学校 木管三重奏 銅賞
落ち葉の舞う季節（渡部　哲哉作曲） 

25 高岡第一高等学校 混成六重奏 銅賞
子供の世界　より　少年たちの軍隊行進曲、お祈り、遊びの渦の中で
（メリカント作曲） 

26 富山県立高岡商業高等学校 打楽器六重奏 金賞
最後のロマンス（宍倉　晃作曲） 

27 富山県立高岡南高等学校 打楽器五重奏 銅賞
ＬＵＮＡ（野本　洋介作曲） 

28 富山県立高岡高等学校 打楽器三重奏 銀賞
月迷宮／大神（山澤　洋之作曲） 

29 富山県立福岡高等学校 打楽器三重奏 金賞
トリオ・パー・ウノ（ジコヴィッチ作曲） 

30 富山県立小杉高等学校 金管八重奏 銀賞
連獅子（福田　洋介作曲） 

31 富山県立新湊高等学校 金管八重奏 銀賞
高貴なる葡萄酒を讃えて（ゴフ・リチャーズ作曲） 

32 富山県立高岡南高等学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏曲（高　昌帥作曲） 

33 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 金賞・地区代表
「ニューヨークのロンドン子」より　２．クライスラービル　５．ラジオシティ
（ジム　パーカー作曲） 

34 富山県立大門高等学校 金管八重奏 金賞
高貴なる葡萄酒を讃えて　V.フンダトーレ･･･そしてシャンペンをもう１本
（G.リチャーズ作曲） 

35 富山県立福岡高等学校 金管七重奏 銀賞
シラノ・ド・ベルジュラックの音楽（福田　洋介作曲） 

36 富山県立氷見高等学校 金管六重奏 銅賞
グロリアより　Ⅱ．　（A.ヴィヴァルディ作曲） 

37 富山県立高岡工芸高等学校 ホルン四重奏 銀賞
ホルン四重奏のためのコンチェルティーノ（A.ミツーシン作曲） 

38 富山県立伏木高等学校 金管三重奏 銀賞
残酷な天使のテーゼ（佐藤　英敏作曲） 

＜大学の部＞　	 １月11日（土）　18:35～
1 富山高等専門学校 サクソフォン三重奏 金賞・地区代表

カプリッチョ（渡部　哲哉作曲） 
2 富山高等専門学校 金管八重奏 金賞・地区代表

忘却の城跡（八木澤　教司作曲） 
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＜職場・一般の部＞　	 1月11日（土）　18:48～
1 ムジカグラート　氷見 打楽器五重奏 金賞・地区代表

水の記憶（加藤　大輝作曲） 
2 ムジカグラート　氷見 クラリネット四重奏 金賞・地区代表

オーディションのための６つの小品より（J.デュファイエ作曲） 
3 ムジカグラート　氷見 フルート四重奏 金賞

夏山の一日より（E.ボザ作曲） 
4 ムジカグラート　氷見 金管八重奏 銀賞

伴天連（高橋　宏樹作曲） 
5 コンツェルテ・エロイカ 金管五重奏 金賞

金管五重奏曲　第１番　Op.73　より　Ⅱ・Ⅲ（M.アーノルド作曲） 
6 高岡ホルンクラブ ホルン四重奏 銀賞

バロック組曲　Ⅰガイヤルド　Ⅱクーラント　Ⅲアリア　Ⅳパスピエ
（M.プレトリウス作曲） 

7 射水トロンボーン倶楽部 トロンボーン四重奏 金賞・地区代表
「トロンボーンのための組曲　より　Ⅲ．ララバイ　Ⅳ．フィナーレ」
（G.リチャーズ作曲） 

＜中学校の部＞　	 １月12日（日）　９:00～
1 射水市立大門中学校 打楽器六重奏 銀賞

打楽器アンサンブルのための　幻想の祭り（杉山　義隆作曲） 
2 高岡市立福岡中学校 打楽器五重奏 銀賞

ファイヤーワークス（石毛　里佳作曲） 
3 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） 
4 射水市立小杉南中学校 打楽器三重奏 銀賞

夢幻（石毛　里佳作曲） 
5 高岡市立南星中学校 打楽器三重奏 金賞・地区代表

ディベルティメント　～３人の打楽器奏者のために～（J.グラステイル作曲） 
6 氷見市立西條中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

四重奏曲よりⅢ，Ⅳ（J.B.サンジュレー作曲） 
7 射水市立小杉南中学校 サクソフォン四重奏 金賞

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（F.レハール作曲） 
8 射水市立新湊中学校 サクソフォン四重奏 金賞

アリオンの琴歌（八木澤　教司作曲） 
9 高岡市立芳野中学校 サクソフォン四重奏 金賞

異教徒の踊り（P.ショルティーノ作曲） 
10 高岡市立志貴野中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

ヒア（岩田　　学作曲） 
11 高岡市立五位中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

喜歌劇「メリーウィドーセレクション」（フランツ　レハール作曲） 
12 高岡市立南星中学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

「四重奏曲」　より　４楽章（C.パスカル作曲） 
13 射水市立新湊南部中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

サクソフォーン・シンフォネット（ディビッド・ベネット作曲） 
14 高岡市立高岡西部中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

デカメロンよりサルタレロ、空気の精、子供たちの遊び、おどけたロンド
（カルク＝エーレクト作曲） 

15 高岡市立伏木中学校 サクソフォン三重奏 銀賞
アミューズメント・パーク組曲１.メイン・ストリート・２.ホーンテッド・ハウス・
３.メリーゴーランド・４.ローラー・コースター（高橋　宏樹作曲） 

16 高岡市立中田中学校 サクソフォン三重奏 銀賞
むさしのファンタジア（三澤　　慶    作曲） 

17 高岡市立南星中学校 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） 

18 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 金賞・地区代表
スリー・ダンス（Ｇ．ウールフェンデン作曲） 

19 高岡市立福岡中学校 クラリネット七重奏 銀賞
エチュード（戸田　顕作曲） 

20 射水市立大門中学校 クラリネット六重奏 銀賞
古風なるメヌエット（Ｍ．ラヴェル作曲） 

21 高岡市立五位中学校 クラリネット六重奏 銅賞
組曲「ドリー」より　子守歌、スペイン風の踊り（G.Faure作曲） 

22 射水市立新湊南部中学校 クラリネット五重奏 銀賞
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） 

23 高岡市立高岡西部中学校 クラリネット五重奏 銀賞
ミニチュア　タウン（石毛　里佳作曲） 

24 高岡市立中田中学校 クラリネット五重奏 銀賞
上海Sｑuare（新井　千悦子作曲） 

25 射水市立射北中学校 クラリネット四重奏 金賞
スリー・ラテン・ダンス（Ｐ．ヒケティック作曲） 

26 高岡市立志貴野中学校 クラリネット四重奏 銀賞
スカボロー・フェア（イギリス民謡作曲） 

27 射水市立小杉南中学校 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） 

28 氷見市立西條中学校 クラリネット四重奏 銀賞
四重奏曲よりⅠ,Ⅱ（P.M.デュボア作曲） 

29 射水市立小杉中学校 クラリネット三重奏 金賞・地区代表
《ルトゥール》　～３本のクラリネットのための～（西部　哲哉作曲） 

30 高岡市立高岡西部中学校 打楽器六重奏 銀賞
光の隙間（樽屋　雅徳作曲） 

31 高岡市立志貴野中学校 打楽器四重奏 銀賞
花回廊／風龍（山澤　洋之作曲） 

32 高岡市立牧野中学校 打楽器三重奏 金賞
ディベルティメント（ジェリー　グラステイル作曲） 

33 氷見市立北部中学校 打楽器三重奏 銀賞
夢幻（石毛　里佳作曲） 

34 射水市立新湊中学校 フルート四重奏 銀賞
コロラトゥーラ（八木澤　教司作曲） 

35 射水市立射北中学校 フルート三重奏 銀賞
フルート吹きの休日　より　Ⅰ．Ⅳ（Ｊ.カステレード作曲） 

36 氷見市立西條中学校 フルート三重奏 銀賞
６つの三重奏曲よりⅥ（J.フック作曲） 

37 射水市立大門中学校 フルート三重奏 金賞
碧い月の神話より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（石毛　里佳作曲） 

38 高岡市立福岡中学校 フルート三重奏 銅賞
木漏れ日の散歩道（神長　一康作曲） 

39 射水市立小杉中学校 フルート三重奏 金賞
フルートのためのトリオ　OP51,NO.1（B.T.ベルビギエ作曲） 

40 高岡市立中田中学校 フルート三重奏 銀賞
月明かりの照らす３つの風景（高橋　広樹作曲） 

41 氷見市立北部中学校 木管六重奏 棄権
「５つのジプシー舞曲第１集」より　サンブラ（J.トゥリーナ作曲） 

42 高岡市立牧野中学校 木管六重奏 銀賞
ルーマニア民族舞曲（バルトーク作曲） 

43 高岡市立芳野中学校 木管四重奏 金賞・地区代表
「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」より
（J.S.バッハ作曲） 

44 氷見市立北部中学校 木管三重奏 銅賞
「44の小品」より（B.バルトーク作曲） 

45 射水市立小杉中学校 打楽器五重奏 金賞・地区代表
マリンバコンチェルティーノ　“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） 

46 高岡市立五位中学校 打楽器四重奏 銀賞
宝島への地図（高橋　宏樹作曲） 

47 射水市立新湊中学校 打楽器三重奏 銀賞
夢幻（石毛　里佳作曲） 

48 射水市立射北中学校 打楽器三重奏 金賞
ディヴェルティメント　～ 3人の打楽器奏者のために～（Ｊ．グラステイル作曲） 

49 高岡市立伏木中学校 混成五重奏 銅賞
木管五重奏のための組曲　ト調　２.未開人　３.メヌエット　４めんどり
（J.ラモ―作曲） 

50 射水市立新湊南部中学校 混成三重奏 銀賞
春になって　～２本のフルートと打楽器のための～（神長　一康作曲） 

51 射水市立大門中学校 金管八重奏 金賞
テルプシコーレ舞曲集より　１ アントレ、２ ヴォルト、３ キャナリー、
５ ３つのブレー（M.プレトリウス作曲） 

52 氷見市立西條中学校 金管八重奏 銅賞
テレプシコーレⅠ（森田　一浩作曲） 

53 射水市立新湊中学校 金管八重奏 銀賞
コラールとトッカータ（福島　弘和作曲） 
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54 射水市立小杉中学校 金管八重奏 金賞・地区代表
「幻影」より　Ⅰ切り裂かれた都市（小長谷　宗一作曲） 

55 射水市立射北中学校 金管八重奏 金賞
組曲「海の情景」（福田　昌範作曲） 

56 高岡市立南星中学校 金管八重奏 金賞
「フランス・ルネサンス舞曲集」　より（C.ジェルヴェーズ、 P.アテニャン作曲） 

57 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 金賞・地区代表
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） 

58 高岡市立五位中学校 金管八重奏 銀賞
組曲「海の情景」（福田　昌範作曲） 

59 高岡市立高岡西部中学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のためのダンスリーよりⅠ、Ⅱ、Ⅲ（T.スザート作曲） 

60 射水市立新湊南部中学校 金管八重奏 銀賞
てぃーちてぃーる　～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲） 

61 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） 

62 高岡市立志貴野中学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のための「シチリアーナとファンタジア」（高橋　宏樹作曲） 

63 高岡市立中田中学校 金管八重奏 銅賞
スザート組曲　　Ⅰ・Ⅳ・Ⅵ（T.スザート作曲） 

64 高岡市立牧野中学校 金管七重奏 銅賞
クラーケン（クリス・ヘイゼル作曲） 

65 氷見市立北部中学校 金管六重奏 銀賞
夏の丘の街（濱﨑　大吾作曲） 

66 射水市立小杉南中学校 金管五重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲） 

67 高岡市立福岡中学校 金管五重奏 銀賞
シー・スケッチ（I.マクドナルド作曲） 

砺波支部

  第35回 砺波地区アンサンブルコンテスト
（第48回「富山県アンサンブルコンテスト」予選）

日　時：平成26年１月13日（月・祝）
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・南砺市教育委員会・
　　　　小矢部市教育委員会・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：金野紗綾香（シエナ・ウインド・オーケストラ　フルート奏者）
　　　　栗田　健一（福井県越前市武生第二中学校教諭　北陸吹奏楽連盟理事）
　　　　山澤　洋一（打楽器演奏者　洗足学園音楽大学講師）
　　　　吉田　淳一（石川県内灘町立内灘中学校教諭　北陸吹奏楽連盟理事）

＜小学校の部＞　９：15～	
1 福野小学校 打楽器四重奏 金賞・地区代表

４人のパーカッショニストのための「ノームの森の物語」（高橋　宏樹作曲）
2 出町小学校 金管八重奏  金賞

クラーケン（C.ヘイゼル作曲）
3 福野小学校 サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

カプリッチョ（渡部　哲哉作曲）
4 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　１，２，３（三澤　慶作曲）
5 出町小学校 金管八重奏  銀賞

ピザ　パーティー（H.ワルター作曲）
6 福野小学校 フルート三重奏  金賞

フルート３重奏曲ニ長調作品１３　第１番（H.クーラウ編曲／尾形　誠作曲）
7 福野小学校 クラリネット四重奏 金賞・地区代表

バガテル（C.グランドマン作曲）
8 出町小学校 金管六重奏  銀賞

古いフランスの舞曲（C.ジョルヴェイズ編曲／ P.リーブ作曲）

＜中学校の部＞　10：00～	
1 出町中学校 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つの舞曲より（吉岡　孝悦作曲）
2 石動中学校 打楽器三重奏  銀賞

ラプソディーⅢ　凛（福田　洋介作曲）
3 般若中学校 打楽器五重奏  銀賞

宝島への地図（高橋　宏樹作曲）
4 吉江中学校 打楽器四重奏  銀賞

エオリアン　カルテット（金田　真一作曲）
5 庄川中学校 混成七重奏  銀賞

マカーム・ダンス～７人のフレキシブルアンサンブルのために～（片岡　寛晶作曲）
6 庄西中学校 クラリネット四重奏  銀賞

お団子ヘアの女の子（八木澤　教司作曲）
7 吉江中学校 フルート二重奏  銀賞

「魔笛」より　No. １，１６，９（W.A.モーツァルト編曲／ G.ブラウン作曲）
8 福野中学校 クラリネット四重奏 金賞・地区代表

クラリネット　ラプソディー（D.ベネット作曲）
9 般若中学校 金管四重奏  銅賞

イージー・ウィナーズ（S.ジョプリン編曲／豊田　倫子作曲）
10 石動中学校 木管六重奏  銀賞

シャルル＝ドルレアンの３つの歌（C.ドビュッシー編曲／山本教生作曲）
11 出町中学校 トロンボーン四重奏  銀賞

愛国の賛歌より　１，２，４（A.カルセ編曲／小田桐　寛之作曲）
12 福野中学校 サクソフォン三重奏 金賞・地区代表

パッション（高橋　伸哉作曲）
13 城端中学校 サクソフォン三重奏  金賞

ノルウェーの農民舞曲より（E.グリーク編曲／川原　明夫作曲）
14 蟹谷中学校 金管八重奏  銀賞

アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）
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15 福野中学校 混成八重奏  金賞
マイ　ホームタウン（広瀬　勇人作曲）

16 吉江中学校 サクソフォン四重奏  銅賞
グリーンスリーヴス　ファンタジー（戸田　顕作曲）

17 津沢中学校 木管七重奏 金賞・地区代表
ハンガリーの風景より　Ⅰ・Ⅴ（B.バルトーク編曲／黒川　圭一作曲）

18 石動中学校 金管八重奏  銅賞
金管八重奏のためのダンスリー　Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ（T.スザート編曲／高山　直也作曲）

19 井波中学校 混成六重奏  銅賞
子供の世界より（O.メリカント編曲／山本　教生作曲）

20 出町中学校 クラリネット五重奏  金賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）

21 井口中学校 金管五重奏  銀賞
スザート舞曲集（T.スザート編曲／ P.ジョーンズ作曲）

22 出町中学校 サクソフォン五重奏  金賞
ガラスの香り（福田　洋介作曲）

23 蟹谷中学校 クラリネット五重奏  金賞
ミニチュア・タウン（石毛　里佳作曲）

24 石動中学校 フルート三重奏  銀賞
トリプルあいす（八木澤　教司作曲）

25 井波中学校 金管四重奏  銅賞
地下鉄（三浦　秀秋作曲）

26 出町中学校 フルート四重奏  銀賞
コロラトゥーラ（八木澤　教司作曲）

27 福光中学校 金管七重奏  銀賞
金管七重奏のための「ティータイム」（高橋　伸哉作曲）

28 福野中学校 金管六重奏 金賞・地区代表
シンフォニック　ピース（福田　昌範作曲）

29 津沢中学校 混成八重奏 金賞・地区代表
彩吹（山澤　洋之作曲）

30 庄西中学校 サクソフォン三重奏  金賞
カプリッチョ（渡部　哲哉作曲）

31 城端中学校 金管六重奏  銀賞
こきりこ（富山県民謡編曲／山本　教生作曲）

32 吉江中学校 金管六重奏  銀賞
こきりこ（富山県民謡編曲／山本　教生作曲）

33 城端中学校 混成六重奏  銀賞
フランス組曲第２番より　Ⅰ，Ⅴ（J.S.バッハ編曲／穴倉　晃作曲）

34 般若中学校 サクソフォン三重奏  銅賞
むさしのファンタジア（三澤　慶作曲）

35 井波中学校 混成五重奏  銅賞
ヴィクトリア女王と素晴らしき英国より（A.サリヴァン編曲／山本　教生作曲）

36 石動中学校 バリチューバ三重奏  銅賞
交響曲第５番「運命」より　Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ（L.v.ベートーヴェン編曲／豊田　倫子作曲）

37 庄西中学校 フルート二重奏  金賞
「魔笛」より　No. １２，１３，１７（W.A.モーツァルト作曲）

38 井口中学校 木管六重奏  金賞
夢（C.ドビュッシー編曲／黒川　圭一作曲）

39 福光中学校 木管五重奏  金賞
コッツウォルズの風景（広瀬　勇人作曲）

＜高等学校の部＞　15：00～	
1 石動高等学校 打楽器四重奏  金賞

獅子神楽（片岡　寛晶作曲）
2 砺波高等学校 打楽器三重奏  金賞

クレセント（野本　洋介作曲）
3 砺波工業高等学校 打楽器四重奏  銀賞

少女の祈り、永遠を見たもの（濵口　大弥作曲）
4 南砺福野高等学校 打楽器五重奏  金賞

エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲）
5 砺波高等学校 金管八重奏  銀賞

アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）
6 南砺福野高等学校 金管八重奏 金賞・地区代表

アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）
7 砺波高等学校 木管八重奏 金賞・地区代表

ビセー「カルメン」の主題によるファンタジー（A.ローゼンブラット編曲／柏原　卓之作曲）
8 南砺福光高等学校 金管六重奏  銀賞

プレリュード、バラードと祝典（和田　直也作曲）

9 南砺福野高等学校 金管七重奏  銅賞
ティータイム（高橋　伸哉作曲）

10 砺波高等学校 金管四重奏  銅賞
グリーンスリーヴス　ファンタジー（戸田　顕作曲）

11 石動高等学校 木管八重奏  銀賞
晴れた日は恋人と市場へ（建部　知弘作曲）

12 南砺福野高等学校 木管八重奏 金賞・地区代表
ブエノスアイレスの春（A.ピアソラ編曲／吉田　亘作曲）

13 石動高等学校 金管八重奏  金賞
「刺のないバラ」より（ヘンリー８世編曲／竹本　裕一作曲）

14 南砺福光高等学校 木管八重奏 　 棄権
弦楽セレナーデより（P.チャイコフスキー編曲／宮川　成治作曲）

15 砺波高等学校 木管七重奏  銅賞
イントラーダ　Ⅱ（八木澤　教司作曲）

＜職場・一般の部＞　16：43～	
1 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 金賞・地区代表

ロンドンの小景より　Ⅰ，Ⅵ（G.ラングフォード作曲）
2 なんと！吹奏楽団 トロンボーン四重奏 金賞・地区代表

トロンボーン４重奏の為の組曲「ドリーム」（小長谷　宗一作曲）
3 リバティウィンズふくの サクソフォン四重奏 金賞・地区代表

三つの富山県民謡より（富山県民謡／秋　透作曲）
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第37回北陸アンサンブルコンテスト職場・一般の部　2014年（平成26年）2月9日（日）福井県立音楽堂
富山ミナミ吹奏楽団　打楽器八重奏
※富山ミナミ吹奏楽団は、北陸支部代表として第37回全日本アンサンブルコンテストに出場し、銀賞を受賞

第37回北陸アンサンブルコンテスト中学校の部　2014年（平成26年）2月9日（日）福井県立音楽堂
射水市立小杉中学校　クラリネット三重奏
※小杉中学校は、北陸支部代表として第37回全日本アンサンブルコンテストに出場し、金賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ　
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第 48 回富山県アンサンブルコンテスト
第37回「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第37回「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第26回「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選

　 　
日時／ 2014年（平成26年）	１月25日（土）
場所／新川文化ホール
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 審査員 ff

糸井裕美子（東京都交響楽団　クラリネット）
大城　正司（洗足学園音楽大学　サクソフォン）
野本　和也（東京吹奏楽団　チューバ）
平子　久江（シエナ・ウインド・オーケストラ　打楽器）
班目　加奈（東京学芸大学講師　トランペット）

小学校の部	
1 南砺市立福野小学校 打楽器四重奏 金賞

４人のパーカッショニストのための「ノームの森の物語」（高橋　宏樹作曲）
2 高岡市立野村小学校 サクソフォン四重奏 金賞

アリオンの琴歌（八木澤　教司作曲）
3 南砺市立福野小学校 サクソフォン四重奏  金賞・県代表（北陸）

カプリッチョ（渡部　哲哉作曲）
4 射水市立新湊小学校 サクソフォン四重奏 金賞

「四重奏曲」より第１，３楽章（F.ジャンジャン作曲）
5 南砺市立福野小学校 クラリネット四重奏  金賞・県代表（北陸）

バガテル（C.グランドマン作曲）
6 滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏 銀賞

３つの魔法　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ楽章（高橋　宏樹作曲）
7 富山市立山室小学校 混成七重奏 銀賞

こきりこ（富山県民謡／山本　教生編曲）
8 滑川市立寺家小学校 混成六重奏 銀賞

ガーシュウィンメドレー（淑女よ善良なれ～パリのアメリカ人～アイ・ガット・リ
ズム）（G.ガーシュウィン作曲／廣瀬　大悟編曲）

9 上市町立南加積小学校 金管八重奏 銀賞
A列車で行こう（B.ストレイホン作曲／山下　国俊編曲）

10 射水市立新湊小学校 金管五重奏　  金賞・県代表（北陸・中日）
陛下のサックバットとコルネットのための音楽より第１，３，４楽章（M.ロック作曲）

中学校の部	
1 富山市立堀川中学校 打楽器六重奏 銀賞

バリ島からの幻想曲'84 ～打楽器六重奏のための～（伊藤　康英作曲）
2 立山町立雄山中学校 打楽器五重奏 銀賞

美星の降る夜に…～願い、やがて強靱な心と翼を持った～（片岡　寛晶作曲）
3 入善町立入善中学校 打楽器五重奏 銀賞

セレモニー（吉岡　孝悦作曲）
4 富山市立芝園中学校 打楽器五重奏 銀賞

ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）
5 射水市立小杉中学校 打楽器五重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

マリンバコンチェルティーノ “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）

6 高岡市立南星中学校 打楽器三重奏　金賞・県代表（北陸・中日）
ディベルティメント　～３人の打楽器奏者のために～（J.グラステイル作曲）

7 小矢部市立津沢中学校 管打楽器八重奏 銅賞
彩吹（山澤　洋之作曲）

8 高岡市立南星中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
「四重奏曲」より　４楽章（C.パスカル作曲）

9 滑川市立滑川中学校 サクソフォン四重奏　金賞・県代表（北陸）
彗星　―トルヴェールの≪惑星≫より―（長生　淳作曲）

10 入善町立入善中学校 サクソフォン三重奏 銅賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

11 南砺市立福野中学校 サクソフォン三重奏 銀賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

12 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 銀賞
スリー・ダンス（G.ウールフェンデン作曲）

13 富山市立芝園中学校 クラリネット五重奏 金賞
カレイドスコープ（R.T.ロレンツ作曲）

14 入善町立入善西中学校 クラリネット五重奏 銀賞
ダンス「クラリネット５本のための」（大島　ミチル作曲）

15 富山市立月岡中学校 クラリネット四重奏 銀賞
クラリネットラプソディ（D.ベネット作曲）

16 南砺市立福野中学校 クラリネット四重奏  金賞・県代表（北陸）
クラリネットラプソディ（D.ベネット作曲）

17 射水市立小杉中学校 クラリネット三重奏 金賞・県代表（北陸・中日）
《ルトゥール》　～ 3本のクラリネットのための～（西部　哲哉作曲）

18 富山市立新庄中学校 フルート三重奏 金賞
海のパレット（藤田　哲史作曲）

19 富山市立城山中学校 木管八重奏 金賞
「悲歌」能～道成寺の物語によるバラード（松下　倫士作曲）

20 小矢部市立津沢中学校 木管七重奏 銅賞
「ハンガリーの風景」より　第1楽章「トランシルヴァニアの夕べ」　第5楽章「豚飼い
の踊り」（B.バルトーク作曲／黒川　圭一編曲）

21 高岡市立芳野中学校 木管四重奏　　   金賞・県代表（北陸）
「管弦楽組曲第２番からの４つのダンスムーブメント」より　Ⅰ．ロンド
　Ⅱ．ポロネーズ　Ⅳ．バディヌリー（J.S.バッハ作曲／ W.シュミット編曲）

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

23 富山市立芝園中学校 金管八重奏 銅賞
スザート舞曲集（T.スザート作曲／小野寺　真編曲）

24 滑川市立滑川中学校 金管八重奏 銅賞
スザート組曲よりⅠ、Ⅳ、Ⅵ（T.スザート作曲／廣瀬　大悟編曲）

25 高岡市立芳野中学校 金管八重奏　　   金賞・県代表（北陸）
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）

26 南砺市立福野中学校 金管六重奏　　   金賞・県代表（北陸）
シンフォニック　ピース（福田　昌範作曲）

高等学校の部	
1 富山県立富山高等学校 打楽器八重奏 金賞・県代表（北陸・中日）

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 富山県立小杉高等学校 打楽器五重奏 金賞

エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲）
3 富山県立桜井高等学校 打楽器三重奏 金賞

トリオ・パー・ウノ（N.J.ジブコヴィッチ作曲）
4 富山県立富山商業高等学校 管打楽器八重奏 金賞

アドヴェント　シリカ（J.グラステイル作曲）
5 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（北陸・中日）

タクミズブギ（B.スターク作曲）
6 富山県立高岡高等学校 クラリネット四重奏 銀賞

クラリネット４重奏のための「クローバー・ファンタジー」よりⅠ、Ⅲ、Ⅳ
（三浦　真理作曲）

7 富山県立入善高等学校 クラリネット四重奏 銀賞
「オーディションのための６つの小品」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ（J.M.デュファイ作曲）

8 富山県立富山高等学校 サクソフォン六重奏 銀賞
ねがい（石毛　里佳作曲）

9 富山県立富山南高等学校 サクソフォン四重奏 金賞・県代表（北陸・中日）
四重奏曲より第３楽章（A.デザンクロ作曲）

10 富山県立新湊高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞
マウンテン・ロード　より　Ⅰ楽章（D.マスランカ作曲）

11 富山県立富山商業高等学校 サクソフォン四重奏 金賞・県代表（北陸）
サクソフォン四重奏のためのトルヴェール＜惑星＞より彗星（長生　淳作曲）

12 富山県立富山商業高等学校 フルート四重奏 金賞
フルート四重奏曲（P.M.デュボア作曲）

13 富山県立入善高等学校 フルート四重奏 銀賞
アダージョとスケルツォ（A.F.ウーテル作曲）

14 富山県立南砺福野高等学校 木管八重奏 銀賞
ブエノスアイレスの春（A.ピアソラ作曲／吉田　亘編曲）

15 富山県立砺波高等学校 木管八重奏 銅賞
ビゼー“カルメン”の主題によるファンタジー
（A.ローゼンブラット作曲／柏原　卓之編曲）

16 富山県立南砺福野高等学校 金管八重奏 銅賞
アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）

17 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 銅賞
「スリー・ダンス・エピソード」Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ（E.グレグソン作曲）

18 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏　金賞・県代表（北陸・中日）
「ニューヨークのロンドン子」より　２．クライスラービル　５．ラジオシティ
（G.パーカー作曲）
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大学の部	
1 富山高等専門学校 サクソフォン三重奏 銀賞

カプリッチョ（渡部　哲哉作曲）
2 富山高等専門学校 金管八重奏　　   金賞・県代表（北陸）

忘却の城跡（八木澤　教司作曲）

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（北陸）

打楽器８重奏のための「ペルフェクトゥム　トリニタス」（J.グラステイル作曲）
2 ムジカグラート氷見 打楽器五重奏 銀賞

水の記憶（加藤　大輝作曲）
3 リバティウインズふくの サクソフォン四重奏 銀賞

「三つの富山県民謡」より　　おわら節　麦屋節（富山県民謡／秋　透編曲）
4 ムジカグラート氷見 クラリネット四重奏 金賞・県代表（北陸・中日）

オーディションのための６つの小品より（J.デュファイエ作曲）
5 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 金賞

木管三重奏のための「モノローグとタランテラ」（坂井　貴祐作曲）
6 速星☆Friday's 金管八重奏 銀賞

「高貴なる葡萄酒を讃えて」より　Ⅴ.フンダドーレ…　そしてシャンペンをもう１本
（G.リチャーズ作曲）

7 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 銅賞
ロンドンの小景より　Ⅰ、Ⅵ（G.ラングフォード作曲）

8 ブラスバンドTSB 金管八重奏　  金賞・県代表（北陸）
スリー・セインツ（G.リチャーズ作曲）

第 37 回北陸アンサンブルコンテスト
第37回「 全日本アンサンブルコンテスト 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2014年（平成26年）２月９日（日）
場所／福井県立音楽堂　ハーモニーホールふくい　大ホール
主催／北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
主管／福井県学校吹奏楽連盟
後援／福井県 福井県教育委員会・富山県教育委員会
　　　石川県 石川県教育委員会
ff 審査員 ff

大嶋　義実（京都市立芸術大学教授　フルート奏者）
曽我部清典（上の森ブラス　トランペット奏者）
松原　孝政（昭和音楽大学講師　サクソフォン奏者）
三上　恭伸（仙台フィルハーモニー管弦楽団　打楽器奏者）
三窪　　毅（日本センチュリー交響楽団　トロンボーン奏者）

小学校の部	
南砺市立福野小学校 サクソフォン四重奏 金賞

カプリッチョ（渡部　哲哉作曲）
南砺市立福野小学校 クラリネット四重奏 銀賞

バガテル（C.グランドマン作曲）
射水市立新湊小学校 金管五重奏 銀賞

陛下のサックバットとコルネットのための音楽より第１，３，４楽章（M.ロック作曲）

中学校の部	
射水市立小杉中学校 打楽器五重奏 金賞

マリンバコンチェルティーノ “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）

高岡市立南星中学校 打楽器三重奏 金賞
ディベルティメント　～３人の打楽器奏者のために～（J.グラステイル作曲）

滑川市立滑川中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
彗星　―トルヴェールの≪惑星≫より―（長生　淳作曲）

南砺市立福野中学校 クラリネット四重奏 銀賞
クラリネットラプソディ（D.ベネット作曲）

射水市立小杉中学校 クラリネット三重奏 金賞・北陸代表
《ルトゥール》　～ 3本のクラリネットのための～（西部　哲哉作曲）

高岡市立芳野中学校 木管四重奏 銀賞
「管弦楽組曲第２番からの４つのダンスムーブメント」より　Ⅰ．ロンド
　Ⅱ．ポロネーズ　Ⅳ．バディヌリー（J.S.バッハ作曲／ W.シュミット編曲）

高岡市立芳野中学校 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.アテニャン作曲／ P.リーヴ編曲）

南砺市立福野中学校 金管六重奏 銀賞
シンフォニック　ピース（福田　昌範作曲）

高等学校の部	
富山県立富山高等学校 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.グラステイル作曲）
富山県立富山南高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞

四重奏曲より第３楽章（A.デザンクロ作曲）
富山県立富山商業高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞

サクソフォン四重奏のためのトルヴェール＜惑星＞より彗星（長生　淳作曲）
富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 銅賞

タクミズブギ（B.スターク作曲）
富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 銀賞
「ニューヨークのロンドン子」より　２．クライスラービル　５．ラジオシティ
（G.パーカー作曲）

大学の部	
富山高等専門学校 金管八重奏 金賞・北陸代表

忘却の城跡（八木澤　教司作曲）

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

打楽器８重奏のための「ペルフェクトゥム　トリニタス」（J.グラステイル作曲）
ムジカグラート氷見 クラリネット四重奏 金賞

オーディションのための６つの小品より（J.デュファイエ作曲）
ブラスバンドTSB 金管八重奏 銀賞

スリー・セインツ（G.リチャーズ作曲）

9 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 銅賞
金管五重奏ための組曲「ブラス・カラーズ」よりⅠ、Ⅱ、Ⅳ（渡部　哲哉作曲）

10 ら・こんせーる・のくちゅーるトロンボーン四重奏 銀賞
トロンボーン4重奏のための2つのバガテル（A.リード作曲）

11 なんと！吹奏楽団 トロンボーン四重奏 銀賞
トロンボーン四重奏のための組曲「ドリーム」　1．眠りへ　3．何かに追われる夢
（小長谷　宗一作曲）

12 射水トロンボーン倶楽部 トロンボーン四重奏 金賞
「トロンボーンのための組曲」より　Ⅲ．ララバイ　Ⅳ．フィナーレ（G.リチャーズ作曲）
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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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回
中央中学校 福井 Fl四重奏 銀賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 金賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 津沢中学校 打楽器五重奏 銀賞 石を割る華 山澤　洋之 松任中学校 石川 FI三重奏 銅賞
2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回 小杉中学校 クラリネット三重奏 金賞 《ルトゥール》　～ 3本のクラリネットのための～ 西部　哲哉 津幡南中学校 石川 打楽器五重奏 金賞

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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回 高岡商業高校 Cl八重奏 金賞 ラ・セーヌ 真島　俊夫 武生高校 福井 Fl三重奏 銀賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 富山南高校 打楽器五重奏 銀賞 ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための「ザ・ウエーブ」安部　圭子 金沢桜ヶ丘高校 石川 Cl四重奏 銀賞

2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回
武生商業高校 福井 フルート三重奏 銀賞

遊学館高校 石川 打楽器八重奏 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
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
2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回 仁愛女子短期大学 福井 Fl四重奏 金賞
2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 金沢大学 石川 Cl四重奏 銀賞
2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回 富山高等専門学校 金管八重奏 銅賞 忘却の城跡 八木澤　教司

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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第55回
華水扇 福井 打楽器六重奏 銀賞
福井サクソフォン研究会 福井 Sax四重奏 銅賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第56回
金沢サクソフォンアンサンブル 石川 Sax四重奏 銀賞
金沢クラリネットアンサンブル 石川 CI三重奏 銀賞

2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第57回 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 銀賞 打楽器８重奏のための「ペルフェクトゥム・トリニタス」 J.グラステイル 華水扇 福井 打楽器八重奏 銀賞
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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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回
中央中学校 福井 Fl四重奏 銀賞
鯖江中学校 福井 Fl四重奏 金賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 津沢中学校 打楽器五重奏 銀賞 石を割る華 山澤　洋之 松任中学校 石川 FI三重奏 銅賞
2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回 小杉中学校 クラリネット三重奏 金賞 《ルトゥール》　～ 3本のクラリネットのための～ 西部　哲哉 津幡南中学校 石川 打楽器五重奏 金賞

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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回 高岡商業高校 Cl八重奏 金賞 ラ・セーヌ 真島　俊夫 武生高校 福井 Fl三重奏 銀賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 富山南高校 打楽器五重奏 銀賞 ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための「ザ・ウエーブ」安部　圭子 金沢桜ヶ丘高校 石川 Cl四重奏 銀賞

2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回
武生商業高校 福井 フルート三重奏 銀賞

遊学館高校 石川 打楽器八重奏 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
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
2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第46回 仁愛女子短期大学 福井 Fl四重奏 金賞
2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第47回 金沢大学 石川 Cl四重奏 銀賞
2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第48回 富山高等専門学校 金管八重奏 銅賞 忘却の城跡 八木澤　教司

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

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

2012年 （平成24年） 第35回 三重県文化会館 第35回 第55回
華水扇 福井 打楽器六重奏 銀賞
福井サクソフォン研究会 福井 Sax四重奏 銅賞

2013年 （平成25年） 第36回 岩手県民会館 第36回 第56回
金沢サクソフォンアンサンブル 石川 Sax四重奏 銀賞
金沢クラリネットアンサンブル 石川 CI三重奏 銀賞

2014年 （平成26年） 第37回 福井県立音楽堂 第37回 第57回 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 銀賞 打楽器８重奏のための「ペルフェクトゥム・トリニタス」 J.グラステイル 華水扇 福井 打楽器八重奏 銀賞
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中部日本吹奏楽連盟主催

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県と名古屋市の10支部。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。

　第26回大会より、表彰が従来の「優秀」「優良」「佳良」から「金賞」「銀
賞」「銅賞」が授与される。また、それぞれの部において特に優れた演
奏をしたグループ又は個人に、「中日新聞社賞（1位）」、「中部日本吹奏
楽連盟理事長賞（2位）」「主管県実行委員長賞（3位）」の各特別賞が
授与される。

第26回
管楽器個人・重奏コンテスト本大会

日時：２０１４年（平成２６年）
３月22日（土）高等学校個人・重奏
　　　　　　　  小学校個人・重奏
３月23日（日）中学校個人・重奏
　　　　　　　  大学・一般個人・重奏

場所：こまつ芸術劇場うらら
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社・北陸中日新聞
主管：石川県吹奏楽連盟
後援：石川県

審査員
〈個人の部〉
粟生田直樹（クラリネット奏者・東京吹奏楽団）
石丸　薫恵（テューバ奏者・Buzz Five）
大島弥州夫（オーボエ奏者・大阪フィルハーモニー交響楽団）

〈重奏の部〉
田中　宏史（トロンボーン奏者・名古屋フィルハーモニー交響楽団）
西尾　貴浩（サクソフォン奏者・雲井雅人サックス四重奏団）
三澤　　慶（トランペット奏者・作曲）
山里佐和子（作・編曲家）
渡辺友希子（打楽器奏者・相愛大学）

富山県学校吹奏楽連盟推薦団体の結果
〈小学校重奏の部〉
　金賞：射水市立新湊小学校金管五重奏

〈中学校重奏の部〉
　金賞・中日新聞社賞：射水市立小杉中学校打楽器五重奏
　金賞・実行委員長賞：射水市立小杉中学校Ｃｌ三重奏
　銀賞：高岡市立南星中学校打楽器三重奏

〈高等学校重奏の部〉
　金賞・中日新聞社賞：富山県立高岡商業高等学校金管八重奏
　金賞・理事長賞：富山県立高岡商業高等学校Ｃｌ八重奏
　金賞：富山県立富山南高等学校Sax四重奏
　銀賞：富山県立富山高等学校打楽器八重奏

〈大学・一般重奏の部〉
　金賞・中日新聞社賞：ムジカグラート氷見Ｃｌ四重奏

　以上、平成26年１月開催の第48回「富山県アンサンブルコ
ンテスト」（平成25年度行事）より代表を選出
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第 15 回北陸小学校バンドフェスティバル
第32回 「全日本小学校バンドフェスティバル」 北陸支部予選

・富山大学人間発達科学部附属小学校は、第13回～ 15回大会で、
3年連続北陸支部代表となったが、今年度より全日本吹奏楽連盟
の3出規定が廃止されたため、来年度の大会にエントリーするこ
とができる。

　 　
日時／ 2013年（平成25年）
	 ９月15日（日）14：00～
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

足立　　正（作曲家　チューバ奏者）
伊藤　　透（尚美ミュージックカレッジ専門学校　管弦打楽器学科　科長）
小野　照三（ブリヂストン吹奏楽団久留米　名誉指揮者）
松原　孝政（昭和音楽大学講師　サクソフォン奏者）
三宅　秀幸（名古屋フィルハーモニー交響楽団　打楽器奏者）

４団体（富山5、石川1、福井０）	
射水市立新湊小学校〔指揮：小川真紀子〕 銀賞

・ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりセレクション

高岡市立野村小学校〔指揮：東海　幸恵〕 金賞
交響的詩曲「走れメロス」

南砺市立福野小学校〔指揮：水木　　靖〕 金賞・北陸代表
・フライト　－大空の冒険－

富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞・北陸代表
喜歌劇「天国と地獄」序曲

砺波市立出町小学校〔指揮：嶋　　倫子〕 金賞・北陸代表
栄光のすべてに

全日本小学校バンドフェスティバル



〔38〕

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

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

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

2011 年 （平成 23 年） 第 30 回 大阪府・大阪城ホール
第 13 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

富山大学人間発達科学部附属小学校 齋藤　貴子 銀賞 「スペイン組曲」より　ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ

第 24 回射水市立新湊小学校 小川真紀子 銅賞 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション

高岡市立野村小学校 林　奈穂子 銅賞 マゼランの未知なる大陸への挑戦

2012 年 （平成 24 年） 第 31 回 大阪府・大阪城ホール
第 14 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

射水市立新湊小学校 小川真紀子 銀賞 元禄

第 25 回

野村小学校は３年連続出場のため休み
富山大学人間発達科学部附属小学校 齋藤　貴子 金賞 リバーダンス

南砺市立福野小学校 水木　　靖 銀賞 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション

2013 年 （平成 25 年） 第 32 回 大阪府・大阪城ホール
第 15 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

南砺市立福野小学校 水木　　靖 銀賞 フライト　－大空の冒険－

第 26 回富山大学人間発達科学部附属小学校 齊藤　貴子 銀賞 喜歌劇「天国と地獄」序曲

砺波市立出町小学校 嶋　　倫子 銅賞 栄光のすべてに
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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

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

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

2011 年 （平成 23 年） 第 30 回 大阪府・大阪城ホール
第 13 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

富山大学人間発達科学部附属小学校 齋藤　貴子 銀賞 「スペイン組曲」より　ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ

第 24 回射水市立新湊小学校 小川真紀子 銅賞 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション

高岡市立野村小学校 林　奈穂子 銅賞 マゼランの未知なる大陸への挑戦

2012 年 （平成 24 年） 第 31 回 大阪府・大阪城ホール
第 14 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

射水市立新湊小学校 小川真紀子 銀賞 元禄

第 25 回

野村小学校は３年連続出場のため休み
富山大学人間発達科学部附属小学校 齋藤　貴子 金賞 リバーダンス

南砺市立福野小学校 水木　　靖 銀賞 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション

2013 年 （平成 25 年） 第 32 回 大阪府・大阪城ホール
第 15 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

南砺市立福野小学校 水木　　靖 銀賞 フライト　－大空の冒険－

第 26 回富山大学人間発達科学部附属小学校 齊藤　貴子 銀賞 喜歌劇「天国と地獄」序曲

砺波市立出町小学校 嶋　　倫子 銅賞 栄光のすべてに
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第15回北陸小学校バンドフェスティバル　小学校部門　2013年（平成25年）９月15日（日）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　指揮：齊藤貴子
※富山大学人間発達科学部附属小学校は北陸支部代表として第32回全日本小学校バンドフェスティバルに出場し、銀賞を受賞

第15回北陸小学校バンドフェスティバル　小学校部門　2013年（平成25年）９月15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
※福野小学校は北陸支部代表として第32回全日本小学校バンドフェスティバルに出場し、銀賞を受賞

　写真提供：株式会社フォトライフ
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会　　場

日　　時
2013年（平成25年）

　８月

　８月

3 中学校小編成の部日（土）

4 中学校大編成の部
高等学校小編成の部
高等学校大編成の部
フェスティバルの部

日（日）

主催／中部日本吹奏楽連盟富山県支部
　　　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・魚津市教育委員会

新川文化ホール

第56回
中部日本吹奏楽コンクール
富山県大会

第56回
中部日本吹奏楽コンクール
富山県大会

中部日本吹奏楽コンクール
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第 56 回 中部日本吹奏楽コンクール富山県大会
今年度より、本大会が２日間開催に戻ることが決定。

これを受けて、中学校小編成及び大編成で１つずつ
増加していた代表数が元に戻ることになった。また、
東日本の日程を考慮して部門日程が決められた。
・高岡市立南星中学校は第54回～ 55回大会で、2年

連続富山県代表となったため、今年度の大会はエ
ントリーできなかった。

・射水市立小杉中学校は第55回～ 56回大会で、2年
連続富山県代表となったため、来年度の大会はエ
ントリーできない。

・富山県立富山商業高等学校は第55回～ 56回大会
で、2年連続富山県代表となったため、来年度の大
会はエントリーできない。

　また、今年度より本大会での受賞が、「金賞」「銀賞」
「銅賞」に変更となる。従来の「優勝」が「金賞」、「準
優勝」が「銀賞」「優秀賞」が「銅賞」にそれぞれ変
更された。
　来年度より、本大会で各部門２位の団体に与えら
れていた「神納杯」は廃止され、各部門３位に与え
られていた「中日新聞社賞」が各部門２位の団体に
授与される。各部門３位への特別賞は廃止となり、
各部門の１位には従来通り「文部科学大臣奨励賞」
が授与される。
　 　

日時／ 2013年（平成25年）
	 ８月３日（土）９：３０～　中学校小編成
	 ８月４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／新川文化ホール
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・魚津市教育委員会

ff 課題曲 ff

Ａ：プレシジョン（H.ベネット）
Ｂ：ミス・リバティ（K.L.キング）
Ｃ：ワシントンポスト（J.P.スーザ）
Ｄ：旧友（C.タイケ）
Ｅ：行進曲「飛翔」（兼田　敏）

ff 審査員 ff

今井　　聡（作曲家）
貝沼　拓実（シエナ・ウインド・オーケストラ　サクソフォン奏者）
曽我部清典（洗足学園音楽大学講師　上野の森ブラス　トランペット奏者）
高子　由佳（群馬交響楽団　クラリネット奏者）
三窪　　毅（日本センチュリー交響楽団　トロンボーン奏者）

中学校小編成　８月３日（土）　９：３０～	

1 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞

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）
2 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
3 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞

課Ｂ＆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）
4 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ケルト民謡による組曲　1、 2、 3（ケルト民謡／建部　知弘）
5 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：アルプスの詩（F.チェザリーニ）
6 砺波市立庄川中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銅賞

課Ａ＆自由曲：いつも風　巡り会う空（福島　弘和）
7 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞

課Ｂ＆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）
8 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：火の伝説（櫛田　月失之扶）
9 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
10 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞

課Ｃ＆自由曲：交響組曲「風の谷のナウシカ」３章より　Ⅰ.風の伝説、Ⅱ.戦闘、
Ⅲ.はるかな地へ（久石　　譲／森田　一浩）

11 南砺市立井波中学校 〔指揮：米田　和代〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：繭の夢　～竜の舞う空～（福島　弘和）

12 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：組曲第4番「絵のような風景」より　Ⅲ.お告げの鐘　　Ⅳ.ジプシーの祭り
（J.マスネ／小長谷　宗一）

13 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：幻想的序曲「ロミオとジュリエット」（P.I.チャイコフスキー／山﨑　伸久）

14 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：セント・アンソニー　ヴァ
リエーションズ（W.H.ヒル／佐藤　博昭）

15 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 金賞
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／加養　浩幸）

16 上市町立上市中学校 〔指揮：南雲　鉄雄〕 銅賞
課Ｃ＆自由曲：メイク　ア　ジョイフル　ノイズ（J.スウェアリンジェン）

17 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

18 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：百年祭（福島　弘和）

19 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　　昌帥）

20 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

21 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 金賞
課Ｃ＆自由曲：海の男たちの歌（R.W.スミス）

22 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：たなばた（酒井　　格）

23 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　　洋）

24 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 金賞
課Ｃ＆自由曲：元禄（櫛田　月失之扶）

25 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞
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）

26 富山市立水橋中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞

中学校大編成　８月４日（日）　　９：３０～	
1 立山町立雄山中学校 〔指揮：藤縄　祐佳〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：Angel's Ladder　～祈りの光芒～（宮川　成治）
2 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）
3 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞

課Ｃ＆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.ウィリアムズ／Ｓ.ネスティコ）

4 富山市立山室中学校 〔指揮：久保有加里〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：「舞踏組曲」より　Ⅰ.モデラート、Ⅴ.コモド、Ⅵ.アレグロ
（B.バルトーク／上埜　　孝）

5 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
課Ａ＆自由曲：三つのジャポニスム（真島　俊夫）

6 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 金賞
課Ａ＆自由曲：ハンガリー狂詩曲第２番（F.リスト／石川　喬雄）
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7 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

8 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：交響曲第１番「神曲」より　Ⅱ.煉獄篇、Ⅳ.天国篇（R.Ｗ.スミス）

9 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：太陽への讃歌―大地の鼓動（八木澤　教司）

10 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ世／鈴木　英史）

11 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：シーゲート序曲（J.スウェ
アリンジェン）

12 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：復興（保科　　洋）

13 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

高等学校小編成　８月４日（日）　１４：１０～	
1 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：交響曲「聖ヨハネの黙示録による幻想」より　Ⅱ.凶暴な、Ⅲ.救世主の王国
（D.R.ギリングハム）

2 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：「スペイン組曲」より　アンダルシア、ヒタネリアス、マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

3 富山国際大学付属高等学校〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：フーガ　ト短調　BWV578（J.S.バッハ／山本　教生）

4 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：ウインド・アンサンブルのための　風のらぷそでぃ（櫛田　月失之扶）

5 富山県立富山南高等学校 〔指揮：奥野　信一〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：雲のコラージュ（2011年版）（櫛田　月失之扶）

6 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：モーゼとラメセス（八木澤　教司）

7 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：ケルト民謡による組曲　Ⅰ.マーチ、Ⅱ.エアー、Ⅲ.リール
（ケルト民謡／建部　知弘）

高等学校大編成　８月４日（日）　１６：１０～	
1 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕金賞・県代表

課Ｃ＆自由曲：アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル（R.W.スミス）
2 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）
3 富山県立砺波高等学校 〔指揮：石塚　誠人〕 金賞

課Ｃ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番 ｢祈りの鐘｣（福島　弘和）

フェスティバル　８月４日（日）　１６：５５～	
1 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕金賞・県代表

課Ｂ＆自由曲：カルミナ　ブラーナ　より（C.オルフ／ J.クランス）

第56回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会中学校小編成の部　2013年（平成25年）８月３日（土）新川文化ホール
射水市立小杉中学校　指揮：長谷川　香
※小杉中学校は第56回中部日本吹奏楽コンクール本大会に富山県代表として出場し、金賞、文部科学大臣奨励賞、浜松市長賞を受賞。

　写真提供：㈱大阪フォトサービス　
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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

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 22 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 23 回 松本文化会館

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 岐阜県羽島市文化センター 第 54 回 新川文化ホール 第 24 回 豊田市民文化会館

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 新川文化ホール 第 55 回 砺波市文化会館 第 25 回 三重県民文化会館

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 アクトシティ浜松 第 56 回 新川文化ホール 第 26 回 こまつ芸術劇場うらら

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

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 J. フチーク 美中の美 Ｊ・Ｐ . 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

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 ミリタリーエスコート H. ベネット 立派な青年 大沼　　哲 フローレンス行進曲 J. フチーク 美中の美 Ｊ・Ｐ . スーザ ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 ミリタリーエスコート H. ベネット 立派な青年 大沼　　哲 ワシントンポスト J・P．スーザ 旧友 タイケ ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 プレシジョン H. ベネット ミス・リバティ K.L. キング ワシントンポスト J・P．スーザ 旧友 タイケ 行進曲「飛翔」 兼田　敏

【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

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　中日新聞社賞 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

2011 年（平成23年）第 54 回
山室中学校 片山　亮一 準優勝 交響詩「海」より　Ⅲ . 風と海の対話（C. ドビュッシー） A

南星中学校 城宝　美奈 優勝 伝説のアイルランド（R.W. スミス） Ｂ

中田中学校 山崎　清子 準優勝 アルメニアンダンス・パートⅠ（A. リード） Ｄ

滑川中学校 吉野みのり 準優勝 「斑鳩の空」より　夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空 A 氷見北部中学校 三善智妃呂 準優勝 マゼランの未知なる大陸の挑戦（樽屋雅徳） Ａ

2012 年（平成24年）第 55 回

福野中学校 大坪　　建 準優勝
組曲「動物の謝肉祭」より序奏とライオンの行進、雌鳥と雄鳥、
水族館、カンガルー、化石、終曲

B 城山中学校 井沢　広行 優勝 「マ・メール・ロワ」より　Ⅲ．パゴダの女王レドロネット、Ⅴ．妖精の園（M. ラヴェル） B

呉羽中学校 伊橋　　亮 優秀賞 アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 A 福光中学校 荒木　真美 優勝 朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B. チャンス） Ａ

南星中学校 城宝　美奈 準優勝
バレエ組曲「青銅の騎士」より　元老院広場にて
エフゲニーとパラーシャ　踊りの情景　偉大な都市への讃歌

A
西條中学校 山﨑　伸久 優秀賞 舞踏組曲より　Ⅱ、Ⅴ（B. バルトーク／山﨑伸久） Ｄ

小杉中学校 長谷川　香 優勝　文部科学大臣賞 復興（保科　洋） Ａ

2013 年（平成25年）第 56 回 射北中学校 加納　佑成 銀賞 復興（保科　　洋） B
小杉中学校 長谷川　香 金賞　文部科学大臣奨励賞　浜松市長賞 ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌帥） B

伏木中学校 村田　幸子 銀賞 組曲第 4 番「絵のような風景」より　Ⅲ . お告げの鐘　Ⅳ . ジプシーの祭り（J. マスネ／小長谷　宗一） B

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

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

2011 年（平成23年）第 54 回 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　審査員特別賞 二つの交響的断章（V. ネリベル） A 大門高校 芹川　拓也 優勝 ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス（D・R. ギリングハム） Ｄ

2012 年（平成 24 年）第 55 回 富山商業高校 鍜治　伸也 優勝　中日新聞社賞
アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル

（R.W. スミス）
D

小杉高校 道下　　愛 優秀賞 二つの交響的断章（V. ネリベル） Ａ

水橋高校 講神　千代 優勝　中日新聞社賞 交響的詩曲「走れメロス」（福島弘和） Ａ

2013 年（平成 25 年）第 56 回 富山商業高校 鍜治　伸也 銀賞 アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル（R.W. スミス） Ｃ 高岡工芸高等学校 岩本　博之 金賞　神納杯 ケルト民謡による組曲　Ⅰ . マーチ、Ⅱ . エアー、Ⅲ . リール（ケルト民謡／建部知弘） B

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
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

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 富山県大会の参加団体なし

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 ピータールー序曲（M. アーノルド／近藤　久敦） Ｄ

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 カルミナ　ブラーナ　より（C. オルフ／ J. クランス） B



〔45〕

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

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 22 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 23 回 松本文化会館

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 岐阜県羽島市文化センター 第 54 回 新川文化ホール 第 24 回 豊田市民文化会館

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 新川文化ホール 第 55 回 砺波市文化会館 第 25 回 三重県民文化会館

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 アクトシティ浜松 第 56 回 新川文化ホール 第 26 回 こまつ芸術劇場うらら

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

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 J. フチーク 美中の美 Ｊ・Ｐ . 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

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 ミリタリーエスコート H. ベネット 立派な青年 大沼　　哲 フローレンス行進曲 J. フチーク 美中の美 Ｊ・Ｐ . スーザ ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 ミリタリーエスコート H. ベネット 立派な青年 大沼　　哲 ワシントンポスト J・P．スーザ 旧友 タイケ ジュピター Ｊ . ヴァン＝デル＝ロースト

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 プレシジョン H. ベネット ミス・リバティ K.L. キング ワシントンポスト J・P．スーザ 旧友 タイケ 行進曲「飛翔」 兼田　敏

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

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　中日新聞社賞 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

2011 年（平成23年）第 54 回
山室中学校 片山　亮一 準優勝 交響詩「海」より　Ⅲ . 風と海の対話（C. ドビュッシー） A

南星中学校 城宝　美奈 優勝 伝説のアイルランド（R.W. スミス） Ｂ

中田中学校 山崎　清子 準優勝 アルメニアンダンス・パートⅠ（A. リード） Ｄ

滑川中学校 吉野みのり 準優勝 「斑鳩の空」より　夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空 A 氷見北部中学校 三善智妃呂 準優勝 マゼランの未知なる大陸の挑戦（樽屋雅徳） Ａ

2012 年（平成24年）第 55 回

福野中学校 大坪　　建 準優勝
組曲「動物の謝肉祭」より序奏とライオンの行進、雌鳥と雄鳥、
水族館、カンガルー、化石、終曲

B 城山中学校 井沢　広行 優勝 「マ・メール・ロワ」より　Ⅲ．パゴダの女王レドロネット、Ⅴ．妖精の園（M. ラヴェル） B

呉羽中学校 伊橋　　亮 優秀賞 アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 A 福光中学校 荒木　真美 優勝 朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B. チャンス） Ａ

南星中学校 城宝　美奈 準優勝
バレエ組曲「青銅の騎士」より　元老院広場にて
エフゲニーとパラーシャ　踊りの情景　偉大な都市への讃歌

A
西條中学校 山﨑　伸久 優秀賞 舞踏組曲より　Ⅱ、Ⅴ（B. バルトーク／山﨑伸久） Ｄ

小杉中学校 長谷川　香 優勝　文部科学大臣賞 復興（保科　洋） Ａ

2013 年（平成25年）第 56 回 射北中学校 加納　佑成 銀賞 復興（保科　　洋） B
小杉中学校 長谷川　香 金賞　文部科学大臣奨励賞　浜松市長賞 ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌帥） B

伏木中学校 村田　幸子 銀賞 組曲第 4 番「絵のような風景」より　Ⅲ . お告げの鐘　Ⅳ . ジプシーの祭り（J. マスネ／小長谷　宗一） B

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

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

2011 年（平成23年）第 54 回 高岡工芸高校 加藤　祐行 優勝　審査員特別賞 二つの交響的断章（V. ネリベル） A 大門高校 芹川　拓也 優勝 ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス（D・R. ギリングハム） Ｄ

2012 年（平成 24 年）第 55 回 富山商業高校 鍜治　伸也 優勝　中日新聞社賞
アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル

（R.W. スミス）
D

小杉高校 道下　　愛 優秀賞 二つの交響的断章（V. ネリベル） Ａ

水橋高校 講神　千代 優勝　中日新聞社賞 交響的詩曲「走れメロス」（福島弘和） Ａ

2013 年（平成 25 年）第 56 回 富山商業高校 鍜治　伸也 銀賞 アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル（R.W. スミス） Ｃ 高岡工芸高等学校 岩本　博之 金賞　神納杯 ケルト民謡による組曲　Ⅰ . マーチ、Ⅱ . エアー、Ⅲ . リール（ケルト民謡／建部知弘） B

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
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

2011 年 （平成 23 年） 第 54 回 富山県大会の参加団体なし

2012 年 （平成 24 年） 第 55 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 ピータールー序曲（M. アーノルド／近藤　久敦） Ｄ

2013 年 （平成 25 年） 第 56 回 ムジカグラート氷見 番匠　理美 奨励賞 カルミナ　ブラーナ　より（C. オルフ／ J. クランス） B
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◆吹奏楽祭

日　　　　　　時

会　　　　　　場

平成25年６月９日（日）

富山県学校吹奏楽連盟富山支部富山県学校吹奏楽連盟富山支部

富山支部吹奏楽祭
「コンサート 2013」
富山支部吹奏楽祭
「コンサート 2013」
富山支部吹奏楽祭
「コンサート 2013」
富山支部吹奏楽祭
「コンサート 2013」

富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）

開場12：00　開演12：30

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

第27回富山支部
平成25年6月9日（日）
オーバードホール

第29回新川支部
平成25年9月21日（土）
新川文化ホール
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〔2〕 〔3〕

1 水橋中学校・水橋高等学校合同バンド 指揮 講神　千代 12:30

Pecori Night ～さくらんぼ 作曲 B.Martin、P.Coulter、愛 編曲 小島　里美、山里佐和子

未来へ 作曲 玉城　千春 編曲 山下　国俊

2 富山高等学校 指揮 奥井　智保 12:40

勇者のマズルカ 作曲 三澤　慶

赤いスイートピー 作曲 呉田　軽穂 編曲 佐藤　丈治

3 速星☆ Friday’s 指揮 萩谷　克己 12:55

交響的序曲 作曲 J.Barnes

4 和合中学校 指揮 佐藤　純一 13:07

アルプスの詩 作曲 F.Cesarini

千本桜 作曲 黒うさ P 編曲 宮川　成治

5 呉羽中学校 指揮 伊橋　亮 13:19

エンターテインメント・マーチ 作曲 川北　栄樹

Alvamar Overture 作曲 J.C.Barnes

6 片山学園中学校・高等学校 指揮 石川　紘一郎 13:34

スクーティンオンハードロック 作曲 D.R.Holsinger

ウィーアーザワールド 作曲 M.Jackson,L.Richie 編曲 郷間　幹男

7 堀川中学校 指揮 岡崎　恵里子 13:43

ＡＲＳＥＮＡＬ 作曲 J.Van der Roost

「となりのトトロ」Highlights 作曲 久石　譲 編曲 星井　尚志

8 富山工業高等学校 指揮 加藤　祐行 13:55

『Hello,Dolly!』より
「Before The Parade Passes By」 作曲 J.Herman

『吹奏楽のための木挽歌』より 作曲 小山　清茂

9 上滝中学校 指揮 辻　明美 14:05

国民の象徴 作曲 E.E.Bagley

氷河特急 作曲 高橋　伸哉

10 中央農業高等学校 指揮 佐々木　美香 14:17

MISSION : IMPOSSIBLE 作曲 L .Schifrin 編曲 本澤　なおゆき

ウィーアー！ 作曲 田中　公平 編曲 五十嵐　昭伍

〔4〕

21 富山第一高等学校 指揮 谷上　大輔 16:40

復興への序曲「夢の明日に」 作曲 岩井　直溥

ヤングマン【Y.M.C.A.】 作曲 J.Morali/H.Belolo/V.Willis 編曲 山里　佐和子

22 富山南高等学校 指揮 福島　久美子 16:52

復興への序曲「夢の明日に」 作曲 岩井　直溥

三つのジャポニスム 作曲 真島　俊夫

23 富山大学吹奏楽団 指揮 能登　玲衣奈、永井　天道 17:07

ジュビリー序曲 作曲 P.Sparke

アメリカングラフィティ XX 編曲 岩井　直溥

24 城山中学校 指揮 井沢　広行 17:22

小組曲よりⅠ、Ⅳ 作曲 C.Debussy 編曲 加養　浩幸

旧友 作曲 C.Taike 編曲 渡部　哲哉

女々しくて 作曲 鬼龍院　翔 編曲 小島　里美

25 富山国際大学付属高等学校 指揮 穴倉　尚哉 17:37

プレシジョン 作曲 H.Benenett 編曲 Ｌ．クラーク

小フーガ　ト短調 作曲 J.S. バッハ 編曲 山本　教生

26 速星中学校 指揮 廣本　浩太 17:47

喜歌劇「こうもり」セレクション 作曲 J. シュトラウス 編曲 鈴木　英史

27 北部中学校 指揮 荒木　学 17:55

MISS LIBERTY 作曲 K.L.King

28 西部中学校 指揮 佐藤　真 18:00

ディズニーメドレーⅡ 作曲 R.M.Sherman 他 編曲 佐橋　俊彦

29 大沢野中学校 指揮 柳谷　都 18:08

「ひまわり、15 本」～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて 作曲 八木澤　教司

30 西部中・北部中・大沢野中・速星中合同バンド 指揮 廣本　浩太 18:18

宝島 作曲 和泉　宏隆 編曲 真島　俊夫
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11 富山バリ・チューバFC 14:29

あまちゃん　オープニングテーマ 作曲 大友　良英 編曲 侘美　秀俊

情熱大陸 作曲 葉加瀬　太郎 編曲 平田　瑞貴

12 富山クラリネットアンサンブル 14:39

Gershwin-Medley 作曲 G.Gershwin 編曲 D.Armitage

情熱大陸 作曲 葉加瀬　太郎 編曲 向井　寛

13 不二越工業高等学校 14:51

愛のテーマ 作曲 B.White 編曲 岩井　直溥

およげたいやきくん in Swing 作曲 佐瀬　寿一 編曲 福田　洋介

14 ぽんぽんアンサンブルソサエティー 指揮 野﨑　和仁 15:03

あまちゃん　オープニングテーマ 作曲 大友　良英 編曲 宮川　成治

A DISNEYLAND CELEBRATION 編曲 M.BROWN

15 富山ミナミ吹奏楽団 指揮 牧野　誠 15:13

エンターティメント・マーチ 作曲 川北　栄樹

AKB48 メドレー　Ⅱ 編曲 星出　尚志

16 富山北部高等学校 指揮 伊東　康孝 15:28

ベンスルダトゥの３つの冠 作曲 樽屋　雅徳

ズッコケ男道 作曲 ピエール 編曲 佐藤　博昭

17 ストライキング　オリジナリティ　バンド 指揮 種谷　優 15:43

もののけ姫　セレクション 作曲 久石　譲 編曲 森田　一浩

HELLO,DOLLY!　 作曲 J.HERMAN 編曲 P.J.LANG

18 芝園中学校 指揮 直井　美幸 15:58

エンターテインメントマーチ 作曲 川北　栄樹

『三つのジャポニスム』より 作曲 真島　俊夫

19 富山東高等学校 指揮 石田　浩之 16:10

エンターテーメント・マーチ 作曲 川北　栄樹

Poeme Montagnard 作曲 J.Van der Roost

20 山室中学校 指揮 久保　有加里 16:25

エンターテインメント・マーチ 作曲 川北　栄樹

舞踏組曲より 作曲 B.Bartok 編曲 上埜　孝

第36回高岡支部
平成25年6月８日（土）
高岡市民会館
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第32回砺波支部 平成25年6月２日（日）
砺波市文化会館



〔50〕 　写真提供：㈱大阪フォトサービス　

第56回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会高等学校小編成の部　2013年（平成25年）８月４日（日）新川文化ホール
富山県立高岡工芸高等学校　指揮：岩本博之
※高岡工芸高等学校は第56回中部日本吹奏楽コンクール本大会に富山県代表として出場し、金賞、神納杯を受賞。
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富山県学校吹奏楽連盟常任理事
富山県立大門高等学校教諭

30

第37回北陸アンサンブルコンテスト大学の部　2014年（平成26年）2月9日（日）福井県立音楽堂
富山高等専門学校　金管八重奏
※富山高等専門学校は、北陸支部代表として第37回全日本アンサンブルコンテストに出場し、銅賞を受賞
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