
第 4 5 回富山県アンサンブルコンテスト
第34回 「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第34回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第23回 「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選
規定が変更され、各支部より県大会に推薦されるチーム数のカウン
トは、各支部大会において、１団体当たりの出場チーム数は４チーム
を上限とした。（カウント方法は従来通り、全部門支部大会参加チー
ム20チームまで３チーム、以下10チーム増毎に１チーム増）
職場部門と一般部門が統合され、職場・一般部門となる。
第22回中部日本吹奏楽連盟「管楽器個人・重奏コンテスト」の中
学校・高等学校の推薦団体数について、第21回大会において、福野
中学校金管八重奏、高岡商業高等学校金管八重奏がそれぞれ１位を獲
得したため、代表枠が１チーム増となった。

　 　
日時／ 2011年（平成23年） １月29日（土）
場所／砺波市文化会館
主催／富山県学校吹奏楽連盟・朝日新聞社
後援／富山県教育委員会・砺波市教育委員会

審査員

小倉　清澄（東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）
幸西　秀彦（東京フィルハーモニー交響楽団　打楽器奏者）
福本信太郎（昭和音楽大学専任講師　サクソフォーン奏者）
宮本　　弦（名古屋フィルハーモニー交響楽団　トランペット奏者）
渡辺　　功（東京交響楽団　チューバ奏者）

小学校の部 
1 南砺市立福野小学校 打楽器五重奏 金賞

第二組曲（金田　真一作曲）
2 上市町立南加積小学校 打楽器五重奏 銀賞

ウィリアムテル序曲（G.ロッシーニ作曲／M.ホーリフ編曲
3 富山市立山室小学校 金管六重奏 銀賞

こきりこ（富山県民謡／山本　教生編曲）
4 滑川市立寺家小学校 金管五重奏 　　金賞・県代表（全日）

キャプリオル組曲（P.ウォーロック作曲／廣瀬　大悟編曲
5 南砺市立福野小学校　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日）

「三つの富山県民謡」より　こきりこ節　麦屋節（富山県民謡／秋　　透編曲）
6 滑川市立田中小学校 クラリネット五重奏 銀賞

フォスター ･ラプソディー（鈴木　英史作曲）
7 富山市立山室小学校 木管八重奏 金賞

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

8 南砺市立福野小学校　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日・中日）
キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）

中学校の部 
1 富山市立速星中学校　打楽器四重奏　　金賞・県代表（全日・中日）

日本の四季～ 4台のマリンバのための～より　秋茜　冬木立
（中澤　道子作曲）

2 入善町立入善中学校 打楽器四重奏 金賞
マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）

3 高岡市立芳野中学校 打楽器四重奏 金賞
月迷宮／大神（山澤　洋之作曲）

4 富山市立芝園中学校 打楽器四重奏 金賞
マリンバ・スピリチュアル（三木　稔作曲）

5 射水市立小杉中学校　打楽器三重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「トリオ・パー・ウノ」より　Ⅰ．（N.J.ジブコヴィッチ作曲）

6 富山市立山室中学校 打楽器五重奏 銀賞
ゲインズボロー（T.ゴーガー作曲）

7 富山市立呉羽中学校 打楽器六重奏 銀賞
マリンバとティンパニと4人の打楽器奏者のための協奏曲（吉岡　孝悦作曲）

8 南砺市立福光中学校 打楽器四重奏 金賞
アンネリダ　タンツエーリン（福島　弘和作曲）

9 滑川市立滑川中学校 打楽器六重奏 金賞
じょんがら（藤掛　廣幸作曲）

10 小矢部市立石動中学校 打楽器四重奏 銅賞
星物語～打楽器四重奏のための～（野本　洋介作曲）

11 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 銀賞
「ロンドンの小景」より　Ⅰ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）

12 富山市立芝園中学校 金管八重奏 銅賞
金管八重奏曲（飯島　俊成作曲）

13 南砺市立福野中学校 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
「テレプシコーレ舞曲集」より　Ⅰ．Ⅲ．Ⅴ．
（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

14 富山市立呉羽中学校 金管八重奏　　　　金賞・県代表（全日）
クロスセッションビュー（三浦　秀秋作曲）

15 高岡市立芳野中学校　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「ギリシャ組曲」より　Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

16 射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日）
「ラ・セーヌ」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．（真島　俊夫作曲）

17 滑川市立滑川中学校 フルート四重奏 銀賞
「想い出は銀の笛」より　Ⅱ．Ⅴ．（三浦　真理作曲）

18 射水市立奈古中学校 サクソフォーン三重奏 金賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

19 富山市立芝園中学校 クラリネット四重奏 金賞
クラリネット・ラプソディー（D.ベネット作曲）

20 南砺市立福野中学校 クラリネット四重奏 金賞
チャルダッシュ（V.モンティ作曲）／森田　一浩編曲）

21 射水市立小杉中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
「ギリシャ組曲」より　Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

22 立山町立雄山中学校 フルート四重奏 銅賞
「夏山の一日」より　Ⅰ．Ⅳ．（E.ボザ作曲）

23 朝日町立朝日中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
サクソフォーン四重奏のための万葉（櫛田月失之扶作曲）

24 富山市立大沢野中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
キャフェ・サンジェルマン（真島　俊夫作曲）

25 南砺市立福野中学校　サクソフォーン三重奏　金賞・県代表（全日・中日）
サクソフォーンのためのトリオ（J.メイロー作曲）

26 氷見市立西條中学校 サクソフォーン三重奏 銀賞
パッション（高橋　伸哉作曲）

27 入善町立入善西中学校　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日・中日）
「DANCE」クラリネット５本のための（大島ミチル作曲）

高等学校の部 
1 富山県立富山商業高等学校　打楽器八重奏　　金賞・県代表（全日）

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
2 富山県立砺波工業高等学校 打楽器五重奏 銅賞

花回廊／風龍（山澤　洋之作曲）
3 富山県立魚津高等学校 打楽器五重奏 銀賞

大空に翔る蒼き翼を持つ者～打楽器五重奏の為の～（山澤　洋之作曲）
4 富山県立大門高等学校　打楽器四重奏　金賞・県代表（全日・中日）

マリンバ小協奏曲「ザ・ウェーブ」～ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための～
（安倍　圭子作曲／和田　　薫編曲）

5 富山県立入善高等学校 金管八重奏 銅賞
「ア・ラ・カルト」より　Ⅴ．Ⅳ．Ⅲ．（G.リチャーズ作曲）

6 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
「フランス･ルネサンス舞曲集」より　Ⅰ．Ⅴ．Ⅱ．
（C.ジェルヴェーズ＆P.アテニャン作曲／Ｐ.リーヴ編曲）

7 富山県立南砺福野高等学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のための「カルメン・ラプソディー」（G.ビゼー作曲／黒川　圭一編曲）

8 富山県立富山商業高等学校　金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）
黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）

9 富山県立富山商業高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
もあしび（長生　淳作曲）

10 富山県立高岡商業高等学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
タクミズブギ（B.スターク作曲）

11 富山県立富山高等学校　サクソフォーン八重奏　金賞・県代表（全日）
リュートのための古風な舞曲とアリア　第３組曲より　Ⅰ．Ⅳ．
（O.レスピーギ作曲／圓田　勇一編曲）

12 富山県立富山商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞
タクミズブギ（B.スターク作曲）

13 富山県立入善高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
グラーヴェとプレスト（J.リヴィエ作曲）



14 富山県立砺波高等学校 クラリネット五重奏 銀賞
「クラリネット・ファイブ」より　Ⅰ．（白川　毅夫作曲）

15 富山県立高岡南高等学校フルート四重奏　金賞・県代表（中日）
「夏山の一日」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ．（E.ボザ作曲）

16 富山県立高岡商業高等学校 フルート五重奏 銀賞
シンフォニエッタより　Ⅰ．（L.ロレンツォ作曲）

17 富山県立入善高等学校 木管七重奏 銅賞
「テレプシコーレ舞曲集」より　バレー　ブランスル　スパニョレッタ　ヴォルト
（M.プレトリウス作曲／樽屋　雅徳編曲）

18 富山県立魚津高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（中日）
「オーディションのための6つの小品」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅵ．（J.M.デファヤ作曲）

大学の部 
1 富山高等専門学校 打楽器五重奏 金賞

赤の大地－打楽器五重奏のための（C.ハーディ作曲）
2 富山大学 打楽器七重奏 金賞

カンバセーション（真島　俊夫作曲）
3 富山大学 金管五重奏 金賞

序奏とアレグロ（酒井　格作曲）
4 富山高等専門学校 トランペット三重奏 銀賞

トランペット吹きの休日（L.アンダーソン作曲）
5 富山高等専門学校 サクソフォーン三重奏 銀賞

パッション（高橋　伸哉作曲）
6 富山大学　　　　　　クラリネット五重奏　金賞・県代表（全日）

クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）

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

　 　
日時／ 2011年（平成23年）２月13日（日）
場所／金沢歌劇座　ホール
主催／北陸吹奏楽連盟・朝日新聞社
主管／石川県吹奏楽連盟
後援／石川県・石川県教育委員会・富山県教育委員会
　　　福井県教育委員会

審査員

伊藤正太郎（東京フィルハーモニー交響楽団　クラリネット奏者）
梅津　正好（読売日本交響楽団　フルート奏者）
岡崎　耕二（東京都交響楽団　首席トランペット奏者）
河野　玲子（東邦音楽大学講師　打楽器奏者）
近藤　孝司（大阪センチュリー交響楽団　首席トロンボーン奏者）

小学校の部 
滑川市立寺家小学校 金管五重奏 銀賞
キャプリオル組曲（P.ウォーロック作曲／廣瀬　大悟編曲
南砺市立福野小学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
「三つの富山県民謡」より　こきりこ節　麦屋節（富山県民謡／秋　　透編曲）
南砺市立福野小学校 クラリネット五重奏 銀賞
キラキラ星による変奏曲（森田　一浩作曲）

中学校の部 
富山市立速星中学校 打楽器四重奏 金賞
日本の四季～ 4台のマリンバのための～より　秋茜　冬木立
（中澤　道子作曲）
射水市立小杉中学校 打楽器三重奏 金賞
「トリオ・パー・ウノ」より　Ⅰ．（N.J.ジブコヴィッチ作曲）
南砺市立福野中学校 金管八重奏 金賞
「テレプシコーレ舞曲集」より　Ⅰ．Ⅲ．Ⅴ．（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）
富山市立呉羽中学校 金管八重奏 銀賞
クロスセッションビュー（三浦　秀秋作曲）
高岡市立芳野中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞
「ギリシャ組曲」より　Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．（P.イトゥラルデ作曲）

南砺市立福野中学校 サクソフォーン三重奏 銅賞
サクソフォーンのためのトリオ（J.メイロー作曲）
射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏 金賞
「ラ・セーヌ」より　Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．（真島　俊夫作曲）
入善町立入善西中学校 クラリネット五重奏 銀賞
「DANCE」クラリネット５本のための（大島ミチル作曲）

高等学校の部 
富山県立富山商業高等学校 打楽器八重奏 金賞
紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
富山県立大門高等学校 打楽器四重奏 銀賞
マリンバ小協奏曲「ザ・ウェーブ」～ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための～
（安倍　圭子作曲／和田　　薫編曲）
富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 銀賞
黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）
富山県立富山高等学校 サクソフォーン八重奏 銀賞
リュートのための古風な舞曲とアリア　第３組曲より　Ⅰ．Ⅳ．
（O.レスピーギ作曲／圓田　勇一編曲）
富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞・北陸代表
タクミズブギ（B.スターク作曲）

大学の部 
富山大学 クラリネット五重奏 金賞
クラリネット・バスカーズ（戸田　顕作曲）

職場・一般の部 
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 金賞・北陸代表
紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
速星☆Friday's 金管八重奏 金賞・北陸代表
「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）
富山ミナミ吹奏楽団 サクソフォーン四重奏 銅賞
南アメリカ組曲（L.フロレンツォ作曲）

職場・一般の部 
1 富山ミナミ吹奏楽団　　打楽器八重奏　　　金賞・県代表（全日）

紅蓮の斜陽～ 8人の打楽器奏者のために（J.グラステイル作曲）
2 コンツェルテ・エロイカ 金管七重奏 銀賞

「蒼光の紋章」－終わりなき時への哀歌（八木澤　教司作曲）
3 速星☆Friday's　　　　金管八重奏　 　金賞・県代表（全日・中日）

「ロンドンの小景」より　Ⅴ．Ⅵ．（G.ラングフォード作曲）
4 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 銀賞

金管五重奏のための組曲（坂井　貴祐作曲）
5 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 銀賞

文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）
6 グッドサウンド バリチューバ四重奏 銀賞

ユーフォニアム・テューバ四重奏曲（戸田　顕作曲）
7 ムジカグラート氷見 サクソフォーン四重奏 金賞

３つの小品（D.スカルラッティ作曲／G.ピエルネ編曲）
8 ら・こんせ～る・のくちゅ～る サクソフォーン四重奏 金賞

「ベルガマスク組曲」より（C.ドビュッシー作曲）
9 富山ミナミ吹奏楽団　サクソフォーン四重奏　金賞・県代表（全日）

南アメリカ組曲（L.フロレンツォ作曲）
10 ムジカグラート氷見 クラリネット五重奏 銀賞

「Impressions」クラリネット５本のための（石川　洋光作曲）
11 ら・こんせ～る・のくちゅ～る フルート四重奏 銀賞

風の戯れ（八木澤　教司作曲）




