
第 46 回富山県アンサンブルコンテスト
第35回 「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第35回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第24回 「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選
第24回中部日本吹奏楽連盟「管楽器個人・重奏コン
テスト」の中学校・高等学校の推薦団体数について、
中学校重奏部門は第23回大会において、中学校重奏
部門で１位（開催地市長賞）がいなかったため、推薦
団体数は昨年度同様に5チーム。（22回大会は21回大
会で福野中学校金管八重奏が1位を獲得していたため、
22回大会は1チーム増の6チームが推薦団体だった）。
高等学校重奏部門においては、23回大会で大門高校
打楽器四重奏が１位（開催地県知事賞）を獲得したた
め、代表枠は23回大会同様に5チーム。（23回大会も
22回大会で高岡商業高校金管八重奏が１位だったた
め、１チーム増となっていた。本来は4チームが推薦
団体数。）が当初の予定であった。
しかし、12月の中部日本本部理事会において、今年
度より進行の関係で出場枠を２割減することが決定さ
れ、富山県からの代表数は中学・高校ともに４チーム
となった。
昨年度より、申込み書類の様式に「管楽器個人・重
奏コンテスト」の出場意志を確認する事項を追加し富
山県アンサンブルコンテストへの申込み段階で中部日
本「管楽器個人・重奏コンテスト」への出場意志を確
認しておく。
従来は、大会当日に代表チームが決まった時点で出
場意志を確認していたが、今年度よりこの方式により
表彰式にて中部日本「管楽器個人・重奏コンテスト」
の県代表発表を行うことになった。
　 　
日時／ 2012年（平成24年） １月28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

石津谷治法（全日本吹奏楽連盟理事、習志野市立習志野高等学校教諭　指導者）
今村　三明（元ＮＨＫ交響楽団、くらしき作陽大学特任教授　ティンパニ・打楽器奏者）
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）
小松　孝文（名古屋芸術大学名誉教授　クラリネット奏者）
杉山　眞彦（東京フィルハーモニー交響楽団　トランペット奏者）

小学校の部 
1 南砺市立福野小学校 金管八重奏　　　金賞・県代表（全日）

アレハンドロ(広瀬　勇人作曲）
2 滑川市立寺家小学校 混成六重奏 銀賞

ガーシュイン・ソングブック（G.ガーシュイン作曲／廣瀬　大悟編曲）
3 滑川市立田中小学校 サクソフォン六重奏　金賞・県代表（全日）

ルーマニア民族舞曲　より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ（B.バルトーク作曲／黒川　圭一編曲）
4 南砺市立福野小学校 フルート三重奏 金賞

とりぷるアイス（八木澤　教司作曲）
5 滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏 金賞

三重奏曲（J.F.フンメル作曲）
6 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）

ミニチュア・タウン（石毛　里佳作曲）

中学校の部 
1 富山市立城山中学校 打楽器七重奏 金賞

マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲（N.ロサウロ作曲）
2 小矢部市立石動中学校 打楽器三重奏 銀賞

トリオ・パー・ウノ　より　第1楽章（N.J.ジヴコヴィッチ作曲）
3 富山市立芝園中学校 打楽器六重奏　金賞・県代表（全日・中日）

祝典とコラール（N.D.ポンテ作曲）

4 朝日町立朝日中学校 打楽器四重奏 銀賞
月迷宮/大神（山澤　洋之作曲）

5 小矢部市立津沢中学校 打楽器四重奏 金賞
花回廊/風龍（山澤　洋之作曲）

6 射水市立小杉中学校 打楽器五重奏　金賞・県代表（全日）

～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）
7 富山市立速星中学校 打楽器六重奏 銅賞

8 富山市立山室中学校 打楽器六重奏 銀賞
エクリプス・ルチア（J.グラステイル作曲）

9 富山市立呉羽中学校 金管八重奏 銅賞
花の狂乱（三澤　慶作曲）

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

11 射水市立小杉中学校 金管八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
幻影　より　Ⅰ.切り裂かれた都市（小長谷　宗一作曲）

12 南砺市立福野中学校 金管八重奏 銀賞
金管八重奏のためのダンスリーより　Ⅰ．ムーア人の踊り　Ⅱ．わたしの友だち　Ⅲ．
ロンド（T.スザート作曲／高山　直也編曲）

13 高岡市立南星中学校 金管八重奏 銀賞
「フランス・ルネサンス舞曲集」より　２、５、６楽章
（P.アテニャン、C.ジェルヴェイズ作曲／ P.リーヴ編曲）

14 高岡市立芳野中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
グラーヴェとプレスト（J.リヴィエ作曲）

15 富山市立山室中学校 フルート三重奏 銀賞
碧い月の神話（石毛　里佳作曲）

16 朝日町立朝日中学校 サクソフォン三重奏 銅賞
アダージョとフィナーレ（L.v.ベートーベン作曲／H.ジー編曲）

17 立山町立雄山中学校 フルート三重奏　金賞・県代表（全日）
月明かりの照らす３つの風景（高橋　宏樹作曲）

18 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）
パーテル・ノステル（八木澤　教司作曲）

19 南砺市立福光中学校 サクソフォン三重奏 金賞
アダージョとアレグレット（J.フック作曲／H.ギー編曲）

20 南砺市立福野中学校 木管八重奏　金賞・県代表（全日・中日）
）曲編了英　方生／曲作クーザルボド.A（番７第、番８第　曲舞ブラス

21 高岡市立志貴野中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
サクソフォーン四重曲第１番　より　第３、４楽章
（J＝B.サンジュレー作曲／ J＝M.ロンデックス編曲）

22 高岡市立南星中学校 クラリネット四重奏　金賞・県代表（全日）
「オーディションのための６つの小品」より　１、２、６楽章（J.M.デュファイ作曲）

23 立山町立雄山中学校 サクソフォン五重奏 銅賞
ソナチネ（飯島　俊成作曲）

24 射水市立小杉中学校 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　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ（J.M.デュファイ作曲）

25 富山市立堀川中学校 サクソフォン三重奏　金賞・県代表（全日）
パッション（高橋　伸哉作曲）

26 滑川市立滑川中学校 クラリネット五重奏 銅賞
あやつり人形の葬送行進曲（C.グノー作曲／森田　一浩編曲）

高等学校の部 
1 富山県立砺波工業高等学校 打楽器五重奏 銀賞

舞のある風景２００４（杉山　義隆作曲）
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）

～グラン・ノスタルジア～（J.グラステイル作曲）
3 富山県立砺波高等学校 打楽器六重奏 銅賞

パーカッシヴスペース（片岡　寛晶作曲）
4 富山県立富山南高等学校 打楽器六重奏 金賞

６人の打楽器奏者のための「ターラ」（西村　朗作曲）
5 富山県立高岡商業高等学校 打楽器八重奏　金賞・県代表（中日）

ヨハネ黙示録の天使たち（D.R.ギリングハム作曲）
6 富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 銀賞

イントラーダ（八木澤　教司作曲）
7 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏　金賞・県代表（全日・中日）

「ニューヨークのロンドン子」より（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

「ア・ラ・カルト」より　Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ（G.リチャーズ作曲）
9 富山県立富山東高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞

グラーヴェとプレスト（J.リヴィエ作曲）
10 富山県立新湊高等学校 サクソフォン四重奏　金賞・県代表（全日・中日）

四重奏のためのコンセール　Ⅰ、Ⅵ（J.リュエフ作曲）
11 富山県立魚津高等学校 木管八重奏 金賞

巡礼歌（松下　倫士作曲）



12 富山県立魚津高等学校 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）

13 富山県立入善高等学校 サクソフォン四重奏　金賞・県代表（全日）
バラード・フォー・トルヴェール（横内　章次作曲）

14 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）
ラ・セーヌ（真島　俊夫作曲）

15 富山県立富山高等学校 木管四重奏 銀賞
２本のオーボエと２本のファゴットのための「ソナタヘ長調」より
（J.F.ファッシュ作曲）

16 富山県立南砺福野高等学校 フルート四重奏 銀賞
想い出は銀の笛（三浦　真理作曲）

17 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）

18 富山県立高岡南高等学校 フルート三重奏 銅賞
３本のフルートのための３つの三重奏曲　より（F.クーラウ作曲）

19 富山県立富山南高等学校 フルート四重奏 銀賞
４本のフルートのための「夏山の一日」より　１、４（E.ボザ作曲）

大学の部 
1 富山大学吹奏楽団 打楽器四重奏 銀賞

オーロラ・ボレアリス（J.スローワー作曲）
2 富山大学吹奏楽団 金管八重奏 金賞

ニューヨークのロンドン子　Ⅰ、Ⅴ（J.パーカー作曲）
3 富山高等専門学校 金管八重奏 銅賞

文明開化の鐘（高橋　宏樹作曲）
4 富山大学吹奏楽団 クラリネット三重奏　金賞・県代表（全日）

３本のクラリネットのための５つのミニチュアーレ　Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ（磯部　周平作曲）
5 富山高等専門学校 クラリネット四重奏 銅賞

クラリネットラプソディ（D.ベネット作曲）

第 35 回北陸アンサンブルコンテスト
第35回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2012年（平成24年）２月12日（日）
場所／金沢歌劇座　大ホール
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

牛渡　克之（岩手大学准教授　ユーフォニアム奏者）
武田　忠善（国立音楽大学教授　クラリネット奏者）
辻本　憲一（東京フィルハーモニー交響楽団　首席トランペット奏者）
寺田　由美（寺田由美パーカッションアンサンブル「ドライブ」主宰　打楽器奏者）
中村　均一（尚美ミュージックカレッジ　サクソフォン奏者）

小学校の部 
滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏 銀賞
三重奏曲（J.F.フンメル作曲）
南砺市立福野小学校 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）
南砺市立福野小学校 金管八重奏 金賞
アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）

中学校の部 
富山市立芝園中学校 打楽器六重奏 銅賞
祝典とコラール（N.D.ポンテ作曲）
射水市立小杉中学校 打楽器五重奏 金賞

～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）
富山市立堀川中学校 サクソフォン三重奏 銅賞
パッション（高橋　伸哉作曲）
高岡市立芳野中学校 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）

高岡市立南星中学校 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　１、２、６楽章（J.M.デュファイ作曲）
立山町立雄山中学校 フルート三重奏 銅賞
月明かりの照らす３つの風景（高橋　宏樹作曲）
南砺市立福野中学校 木管八重奏 銀賞

）曲編了英　方生／曲作クーザルボド.A（番７第、番８第　曲舞ブラス
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）

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
～グラン・ノスタルジア～（J.グラステイル作曲）
富山県立新湊高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞
四重奏のためのコンセール　Ⅰ、Ⅵ（J.リュエフ作曲）
富山県立入善高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞
バラード・フォー・トルヴェール（横内　章次作曲）
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
ラ・セーヌ（真島　俊夫作曲）
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（J.パーカー作曲）

大学の部 
富山大学 クラリネット三重奏 金賞
３本のクラリネットのための５つのミニチュアーレ　Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ（磯部　周平作曲）

職場・一般の部 
富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏 銅賞
トレイルブレイズ（G.リチャーズ作曲）
コンツェルテ・エロイカ金管八重奏 銀賞
「幻影」より　Ⅰ.切り裂かれた都市（小長谷　宗一作曲）
北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 銀賞
トリアーデ（S.カウフマン作曲）

6 富山高等専門学校 サクソフォン四重奏 銀賞
祀り（高橋　宏樹作曲）

職場・一般の部 
1 Brass Band TSB 金管八重奏 銀賞

ア・ラ・カルト　2.ヴァレンシア風パエリア　5.ほうれん草のラザニア
（G.リチャーズ作曲）

2 速星☆Friday's 金管八重奏 銀賞
「もう３匹の猫」より　Ⅱ．タビー・マウストラウザー　Ⅲ．ホームプライド
（C.ヘイゼル作曲）

3 北アルプス吹奏楽団 トロンボーン四重奏　金賞・県代表（全日）
ゴスペルタイム（J・アグレル作曲）

4 コンツェルテ・エロイカ 金管八重奏　金賞・県代表（全日）
「幻影」より　Ⅰ.切り裂かれた都市（小長谷　宗一作曲）

5 ムジカグラート氷見 金管八重奏 銅賞
飛天（三澤　慶作曲）

6 越中ういんどあんさんぶる バリ・チューバ四重奏 銀賞
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）

7 なんと！吹奏楽団 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）

8 富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏　金賞・県代表（全日）
トレイルブレイズ（G.リチャーズ作曲）

9 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏 銀賞
トリアーデ（S.カウフマン作曲）

10 ら・こんせーる・のくちゅーる フルート三重奏 金賞
雪灯りの幻想（福島　弘和作曲）

11 ムジカグラート氷見 サクソフォン四重奏 銀賞
イタリア協奏曲（J.S.バッハ作曲／栃尾　克樹編曲）




