
第 44 回富山県アンサンブルコンテスト
第33回 「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第33回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第22回 「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選
規定が変更され、各支部より県大会に推薦されるチーム数のカウン
トは、各支部大会において、１団体当たりの出場チーム数は４チーム
を上限とした。（カウント方法は従来通り、全部門支部大会参加チー
ム20チームまで３チーム、以下10チーム増毎に１チーム増）
職場部門と一般部門が統合され、職場・一般部門となる。
第22回中部日本吹奏楽連盟「管楽器個人・重奏コンテスト」の中
学校・高等学校の推薦団体数について、第21回大会において、福野
中学校金管八重奏、高岡商業高等学校金管八重奏がそれぞれ１位を獲
得したため、代表枠が１チーム増となった。

　 　
日時／ 2010年（平成22年） １月30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

審査員

今村　三明（元ＮＨＫ交響楽団ティンパニ・打楽器奏者
　　　　　　くらしき作陽音楽大学特任教授）
さかはし矢波（東京フィルハーモニー交響楽団フルート奏者
　　　　　　創造学園大学　白鴎大学足利高校音楽科講師）
竹本　義明（名古屋芸術大学教授　トランペット奏者）
福井　健太（アルディサクソフォン・カルテット　サクソフォン奏者）
丸山　　勉（日本フィルハーモニー交響楽団客演首席ホルン奏者）

小学校の部 
１ 南砺市立福野小学校 打楽器六重奏　 金賞・県代表（全日）

カプリス（金田真一作曲）
２ 滑川市立田中小学校 ホルン三重奏　 金賞・県代表（全日）

優雅な踊り（G.G.ガストルディ作曲）
３ 富山市立山室小学校 金管四重奏 銀賞

プチ・ニグロ（C.ドビュッシー作曲／豊田　倫子編曲）
４ 滑川市立寺家小学校 金管五重奏 銀賞

サワーウッド・マウンテン（A.オストリング作曲）
５ 富山市立山室小学校 トランペット五重奏 金賞

５本のトランペットのための組曲　金管五重奏曲第1番　より　Ⅲ
（R.L.プレスティ作曲）

６ 南砺市立福野小学校 混成八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
テレプシコーレ舞曲集 より Ⅰ．バレー、Ⅱ．スパニョレッタ、Ⅲ．ブーレ
（M.プレトリウス作曲／高橋　典秀編曲）

７ 滑川市立田中小学校 クラリネット四重奏 銀賞
メヌエット（J.S.バッハ作曲）

中学校の部 
１ 富山市立速星中学校 打楽器五重奏 銀賞

ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）
２ 射水市立小杉中学校 打楽器八重奏 銀賞

ジャンヌ・ダルク～８つの打楽器群のための～（J.グラステイル作曲）
３ 高岡市立志貴野中学校 打楽器六重奏 金賞・県代表（全日・中日）

６人の打楽器奏者のための「ラッシュ・アワー」（髙橋　伸哉作曲）
４ 富山市立城山中学校 打楽器六重奏 銀賞

6人の打楽器奏者のためのイントロダクション・アンド・ダンス　№１
（櫛田　月失之扶作曲）

５ 滑川市立滑川中学校 打楽器七重奏 銀賞
マリンバと打楽器アンサンブルのための協奏曲　より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ（N.ロサウロ作曲）

６ 南砺市立福野中学校 金管五重奏 銅賞
金管五重奏曲第1番　より　Ⅲ（V.エワルド作曲／D.R.トーマス編曲）

７ 高岡市立志貴野中学校 金管八重奏 金賞
テレプシコーレ舞曲集　より　Ⅰ．エントレー、Ⅳ．ブランル、Ⅴ．ブーレ
（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

８ 富山市立堀川中学校 金管八重奏 銀賞
花柳の舞（渡部　哲哉作曲）

９ 射水市立小杉中学校 金管八重奏 銀賞
オックスフォード伯爵の行進曲（W.バード作曲／ E.ハワース編曲）

10 入善町立入善中学校 金管六重奏 銀賞
エピソード（兼田　敏作曲）

11 南砺市立福野中学校 金管八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
スザート・セレクション　より　モリスダンス、バスダンス、パヴァーヌ
（T.スザート作曲／山口　修身編曲）

12 高岡市立芳野中学校 金管八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
テレプシコーレ舞曲集　より　Ⅰ．エントレー、Ⅱ．ヴォルト、Ⅲ．カナリー、
Ⅴ．ブーレ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

13 南砺市立福光中学校 フルート三重奏 銀賞
2本のオーボエとイングリッシュホルンための三重奏曲op.87　より　
Ⅳ．フィナーレ（Ｌ.v.ベートーヴェン作曲／池上　敏編曲）

14 富山市立堀川中学校 サクソフォン三重奏 銅賞
パッション（髙橋　伸哉作曲）

15 入善町立入善西中学校 クラリネット四重奏 銅賞
クローバー・ファンタジー　より　Ⅰ．夜明けのダンス、Ⅲ．夕暮れのパヴァーヌ
（三浦　真理作曲）

16 富山市立芝園中学校　クラリネット四重奏 金賞・県代表（全日・中日）
クラリネット・ラプソディー（D.べネット作曲）

17 朝日町立朝日中学校 サクソフォン四重奏 銅賞
セビリア（I.アルベニス作曲）

18 高岡市立志貴野中学校 クラリネット五重奏 金賞・県代表
ねがい（石毛　里佳作曲）

19 南砺市立福光中学校 クラリネット四重奏 銀賞
クラリネット四重奏のためのチャルダッシュ（V.モンティ作曲／森田　一浩編曲）

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

21 富山市立城山中学校 フルート四重奏 銀賞
夏山の一日　より　Ⅲ、Ⅱ（E.ボザ作曲）

22 南砺市立福野中学校 木管八重奏 金賞・県代表
ビゼー「カルメン」の主題歌によるファンタジー（A.ローゼンブラット／吉田　亘編曲）

23 高岡市立芳野中学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
絵のない絵本～第１２夜～（樽屋　雅徳作曲）

24 射水市立小杉中学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
クラウナリー・フォー・クラリネッツ（H.スタルパース作曲）

25 黒部市立桜井中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

26 富山市立速星中学校 木管八重奏 金賞

（A.ローゼンブラット作曲／柏原　卓之編曲）

高等学校の部 
１ 富山県立高岡商業高等学校　打楽器六重奏 金賞・県代表（全日・中日）

フリーダム（宍倉　晃作曲）
２ 富山県立富山商業高等学校 打楽器八重奏　 金賞・県代表（全日）

銀河鉄道（J.グラステイル作曲）
３ 富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 銀賞

ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）
４ 富山県立入善高等学校　打楽器三重奏　　金賞・県代表（中日）

トリオ・パー・ウノ（N.J.ジブコヴィッチ作曲）
５ 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 銅賞

テレプシコーレ舞曲集　より　Ⅰ．エントレー、Ⅱ．ヴォルト、Ⅲ．カナリー、
Ⅴ．ブーレ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

６ 富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 銀賞
テレプシコーレ舞曲集　より　Ⅰ．エントレー、Ⅱ．ヴォルト、Ⅲ．カナリー、
Ⅴ．ブーレ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

７ 富山県立福岡高等学校 金管八重奏 銀賞
ニューヨークのロンドン子　より　Ⅲ．グランド・セントラル、
Ⅴ．ラジオ・シティー（J.パーカー作曲）

８ 富山県立入善高等学校 金管八重奏 銀賞
空への祈り～金管八重奏のための心象スケッチ～（福島　弘和作曲）

９ 富山県立南砺総合高等学校
福光高等学校

バリ・テューバ四重奏 銅賞

アマゾネス（八木澤　教司作曲）
10 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏　　金賞・県代表（中日）

オックスフォード伯爵のマーチ（W.バード作曲／ E.ハワース編曲）



11 富山県立富山高等学校 金管八重奏　金賞・県代表（全日）
ニューヨークのロンドン子　より　Ⅲ．グランド・セントラル、
Ⅴ．ラジオ・シティー（J.パーカー作曲）

12 富山県立南砺総合高等学校福野高等学校
金管八重奏　金賞・県代表（全日）

ファンタジア（三澤　慶作曲）
13 富山県立砺波高等学校 クラリネット四重奏 銀賞

クラリネット・ラプソディー（D.ベネット作曲）
14 新川高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞

キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）
15 富山県立富山商業高等学校 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　Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ（J.M.ドゥファイ作曲）
16 富山県立魚津高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（中日）

バード・ウォッチング　より　Ⅰ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅴ（M.ヘンリー作曲）
17 富山県立高岡商業高等学校　クラリネット五重奏 金賞・県代表（全日・中日）

クラウナリー・フォー・クラリネッツ（H.スタルパース作曲）

大学の部 
１ 富山高等専門学校 射水 打楽器四重奏 銀賞

雅（奥田　昌史作曲）
２ 富山県立大学吹奏楽部 金管四重奏 銅賞

金管四重奏のための４声のカンツォン
（G.ガブリエリ作曲／ P.ジョーンズ・E.ハワース編曲）

３ 富山高等専門学校 射水 金管八重奏 銅賞
イントラーダ（八木澤　教司作曲）

４ 富山大学吹奏楽団　クラリネット四重奏　金賞・県代表（全日）
ディヴェルティメント　より　Ⅲ（A.ウール作曲）

職場・一般の部 
１ 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器六重奏　 金賞・県代表（全日）

エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲）
２ 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 銅賞

金管五重奏のための組曲「ブラス・カラーズ」　より　Ⅰ．アンシェント・タイム、
Ⅱ．ドリーミング・タイム、Ⅲ．サーカス・タイム（渡部　哲哉作曲）

３ ラポール・ウインドアンサンブル 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
忘却の城跡（八木澤　教司作曲）

４ 富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
テレプシコーレⅠ　より　Ⅰ、Ⅲ（森田　一浩作曲）

５ 速星☆Friday's 金管八重奏　　　金賞・県代表（中日）
ジェラシー（J.ゲード作曲／ J.アイヴソン編曲）

６ 北アルプス吹奏楽団 トロンボーン四重奏 銀賞
トロンボーンのための組曲　より　Ⅰ．ファンファーレ、Ⅳ．フィナーレ
（G.リチャーズ作曲）

７ グッドサウンド バリ・テューバ四重奏 銅賞
ダンス（J.スティーブンス作曲）

８ 高岡ホルンクラブ ホルン三重奏 銀賞
24の三重奏曲　より　Ⅹ、Ⅴ（A.ライヒャ作曲）

９ ムジカグラート氷見 フルート三重奏 銅賞
小組曲　第２番　より　Ⅰ．春の歌、Ⅲ．ベニスの舟歌、Ⅳ．泉　
（A.アルビージ作曲／ P.X.ルーベ編曲）

10 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 銀賞
木管三重奏のための組曲　より　Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（D.ウーバー作曲）

第 33 回北陸アンサンブルコンテスト
第33回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2010年（平成22年）２月14日（日）
場所／福井県立音楽堂（ハーモニーホール）
主催／北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
主管／福井県吹奏楽連盟
後援／福井県教育委員会・石川県　石川県教育委員会
　　　富山県教育委員会

審査員

板倉　康明（東京シンフォニエッタ　音楽監督）
近藤　孝司（東京センチュリー交響楽団　トロンボーン奏者）
齊藤　　匠（東京フィルハーモニー交響楽団　フルート奏者）
並木　博美（アンサンブル　セブンストラ　ホルン奏者）
山口多嘉子（東京佼成ウインドオーケストラ　打楽器奏者）

小学校の部 
南砺市立福野小学校 打楽器六重奏 金賞
カプリス（金田真一作曲）
南砺市立福野小学校 混成八重奏 銀賞
テレプシコーレ舞曲集 より Ⅰ．バレー、Ⅱ．スパニョレッタ、Ⅲ．ブーレ
（M.プレトリウス作曲／高橋　典秀編曲）
滑川市立田中小学校 ホルン三重奏 銀賞
優雅な踊り（G.G.ガストルディ作曲）

中学校の部 
高岡市立志貴野中学校 打楽器六重奏 銀賞
６人の打楽器奏者のための「ラッシュ・アワー」（髙橋　伸哉作曲）
高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 銀賞
絵のない絵本～第１２夜～（樽屋　雅徳作曲）
射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏 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）
高岡市立志貴野中学校 クラリネット五重奏 銅賞
ねがい（石毛　里佳作曲）
富山市立芝園中学校 クラリネット四重奏 銀賞
クラリネット・ラプソディー（D.べネット作曲）
南砺市立福野中学校 木管八重奏 銀賞
ビゼー「カルメン」の主題歌によるファンタジー（A.ローゼンブラット／吉田　亘編曲）
高岡市立芳野中学校 金管八重奏 金賞

テレプシコーレ舞曲集　より　Ⅰ．エントレー、Ⅱ．ヴォルト、Ⅲ．カナリー、Ⅴ．ブーレ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）
南砺市立福野中学校 金管八重奏 金賞
スザート・セレクション　より　モリスダンス、バスダンス、パヴァーヌ（T.スザート作曲／山口　修身編曲）

高等学校の部 
富山県立富山商業高等学校 打楽器八重奏 金賞
銀河鉄道（J.グラステイル作曲）

富山県立高岡商業高等学校 打楽器六重奏 銀賞
フリーダム（宍倉　晃作曲）
富山県立高岡商業高等学校 クラリネット五重奏 銀賞
クラウナリー・フォー・クラリネッツ（H.スタルパース作曲）
富山県立富山高等学校 金管八重奏 金賞
ニューヨークのロンドン子　より　Ⅲ．グランド・セントラル、Ⅴ．ラジオ・シティー（J.パーカー作曲）
富山県立南砺総合高等学校
福野高等学校

金管八重奏 銅賞

ファンタジア（三澤　慶作曲）

大学の部 
富山大学吹奏楽団 クラリネット四重奏 銀賞
ディヴェルティメント　より　Ⅲ（A.ウール作曲）

職場・一般の部 
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器六重奏 金賞
エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲）

ラポール・ウインドアンサンブル 金管八重奏 金賞・支部代表
忘却の城跡（八木澤　教司作曲）
富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏 銀賞
テレプシコーレⅠ　より　Ⅰ、Ⅲ（森田　一浩作曲）




