
第 47 回富山県アンサンブルコンテスト
第36回 「 北陸アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第36回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」富山県予選
第25回 「 管楽器個人・重奏コンテスト 」富山県予選
平成23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、昨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／ 2013年（平成25年）  １月2 6日（土）
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・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

有村　純親（昭和音楽大学、洗足学園音楽大学、尚美ミュージックカレッジ各講師　サクソフォン奏者）
井口　有里（東京都交響楽団　トロンボーン奏者）
野本　洋介（読売日本交響楽　団打楽器奏者）
原田　綾子（愛知県立芸術大学准教授　クラリネット奏者）
山本　英助（国立音楽大学教授　トランペット奏者）

小学校の部 
1 南砺市立福野小学校 打楽器五重奏 金賞

Fireworks（石毛　里佳作曲）
2 上市町立南加積小学校 打楽器四重奏 銀賞

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）
3 高岡市立野村小学校 打楽器四重奏 銀賞

リトル・シー・ゴングス（G.ファー作曲）
4 滑川市立寺家小学校 管打楽器三重奏 銀賞

ジャパニーズ・グラフィティーⅡ　より（中村　八大、いずみたく作曲／横内　章次編曲）
5 富山市立山室小学校 金管三重奏 銅賞

グロリア（カプレ作曲／山本　教生編曲）
6 南砺市立福野小学校　サクソフォン五重奏　金賞・県代表（北陸）

フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）
7 高岡市立野村小学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（北陸）

てぃ－ちてぃ－る～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）
8 南砺市立福野小学校　クラリネット五重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

上海スクエア（新井　千悦子作曲）
9 滑川市立寺家小学校 クラリネット四重奏 銀賞

踊る妖精（C.フランカイザー作曲）
10 高岡市立野村小学校 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）

中学校の部 
1 入善町立入善西中学校 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 富山市立城山中学校　打楽器五重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

マリンバと４人の打楽器奏者のための　３つの舞曲　より　Ⅱ、Ⅲ（吉岡　孝悦作曲）
3 射水市立小杉中学校　打楽器五重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

ソロマリンバと４人の打楽器奏者のためのマリンバコンチェルティーノ「The　Wave」
（安倍　圭子作曲／和田　薫編曲）

4 小矢部市立津沢中学校 打楽器五重奏　 金賞・県代表（北陸）
石を割る華（山澤　洋之作曲）

5 富山市立堀川中学校 打楽器四重奏 銀賞
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）

6 滑川市立滑川中学校 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）

7 富山市立山室中学校 打楽器三重奏　 金賞・県代表（北陸）
トリオ・パー・ウノ（N.J.ジヴコビッチ作曲）

8 南砺市立福野中学校 打楽器三重奏　 金賞・県代表（北陸）
ディベルティメント　～ 3人の打楽器奏者のために～（J.グラスティル作曲）

9 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 銀賞
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）

10 南砺市立福野中学校 金管八重奏 銀賞
アレハンドロ（広瀬　勇人作曲）

11 射水市立小杉中学校 金管八重奏　　  金賞・県代表（中日）
金管八重奏曲「忘却の城跡」（八木澤　教司作曲）

12 高岡市立南星中学校 金管八重奏 銀賞
テレプシコーレⅠ（森田　一浩作曲）

13 滑川市立滑川中学校 金管八重奏 銀賞
テレプシコーレ舞曲集より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ（M.プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲）

14 入善町立入善西中学校 混成七重奏 銅賞
てぃーち てぃーる～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）

15 高岡市立芳野中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
民謡風ロンドの主題による序奏と変奏（G.ピエルネ作曲）

16 滑川市立滑川中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
グリムの古城（高橋　宏樹作曲）

17 南砺市立福光中学校 サクソフォン三重奏 棄権
スペイン舞曲集より　ガランテ、バレンシアーナ（E.グラナドス作曲／山本　教生編曲）

18 高岡市立芳野中学校　クラリネット八重奏　金賞・県代表（北陸・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）

19 滑川市立滑川中学校 クラリネット六重奏 銅賞
組曲「ドリー」より　Ⅵ、Ⅰ、Ⅱ（G.フォーレ作曲／黒川　圭一編曲）

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

21 射水市立小杉中学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（北陸・中日）
「バードウオッチング」より　Ⅰ.飛びかうツバメたち、Ⅲ.忍び寄るハゲワシ、Ⅴ.ロー
ドランナーのレース（M.ヘンリー作曲）

22 富山市立速星中学校 クラリネット四重奏 銅賞
カプリス（C.グランドマン作曲）

23 高岡市立芳野中学校 フルート四重奏 金賞
アルカディ（M.ベルトミュー作曲）

24 富山市立城山中学校 フルート三重奏 金賞
碧い月の神話（石毛　里佳作曲）

25 富山市立堀川中学校 木管七重奏 銅賞
テレプシコーレ舞曲集より（M.プレトリウス作曲／樽屋　雅徳編曲）

26 富山市立堀川中学校 木管七重奏 銀賞
ベルガマスク組曲　プレリュード（C.ドビッシー作曲／黒川　圭一編曲）

27 南砺市立福野中学校 木管五重奏 銅賞
ディベルティメント　より　１、２、４（J.ハイドン作曲／H.ペリィ編曲）

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（北陸）

紅蓮の斜陽（J.グラステイル作曲）
2 富山県立砺波高等学校　打楽器六重奏　 金賞・県代表（中日）

海神（濵口　大弥作曲）
3 富山県立富山南高等学校　打楽器五重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

）曲作子圭　部安（ 」ブーエウ・ザ「のめたの者奏器楽打の人４とバンリマロソ
4 富山県立砺波工業高等学校 打楽器四重奏 銅賞

彩雲（濵口　大弥作曲）
5 富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 金賞

古代より伝わる3つの儀式（八木澤　教司作曲）
6 富山県立高岡商業高等学校　金管八重奏　金賞・県代表（北陸・中日）

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 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 銅賞
蒼光の紋章－終わりなき時への哀歌（八木澤　教司作曲）

8 富山県立富山南高等学校 サクソフォン五重奏 銀賞
チェッコリ（鹿野　草平作曲）

9 富山県立高岡商業高等学校　サクソフォン四重奏　金賞・県代表（中日）
）曲作フエュリ.J（ LANIF .Ⅴ   EERTNE.Ⅰ　りよ」曲奏重四「

10 富山県立富山高等学校 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）

11 富山県立富山商業高等学校 クラリネット八重奏 金賞
ドゥ・ダン　フォー　クラリネット　オクテット　Ⅰ.Ⅱ（天野　正道作曲）

12 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏 銀賞
祈り・歌・踊り（新井　千悦子作曲）

13 富山県立滑川高等学校 クラリネット五重奏 銅賞
上海スクエア（新井　千悦子作曲）

14 富山県立魚津高等学校 クラリネット四重奏 銀賞
バードウォッチング（M.ヘンリー作曲）



15 富山県立高岡高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（北陸）
スリー・ラテン・ダンス（P.ハイケティック作曲）

16 富山県立南砺福野高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（北陸・中日）
クラリネット･ラプソディー（D.ベネット作曲）

17 富山県立入善高等学校　クラリネット四重奏　金賞・県代表（中日）
スリー・ラテン・ダンス（P.ハイケティック作曲）

18 富山県立高岡商業高等学校 フルート五重奏 銀賞
妖精の森（石毛　里佳作曲）

大学の部 
1 富山大学吹奏楽団 打楽器三重奏 金賞

トリオ　パー　ウノ（N.J.ジブコビッチ作曲）
2 富山高等専門学校 金管八重奏 銀賞

「高貴なる葡萄酒を讃えて」5.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）

3 富山高等専門学校 サクソフォン四重奏 金賞
マイ　フェイバリット　シングス（R.ロジャース作曲／真島　俊夫編曲）

4 富山大学吹奏楽団　クラリネット四重奏　金賞・県代表（北陸）
オーディションのための６つの小品よりⅠ、Ⅱ、Ⅵ（J.デュファイエ作曲）

5 富山高等専門学校 木管三重奏 銀賞
落ち葉の舞う季節（渡部　哲哉作曲）

6 富山大学吹奏楽団 木管三重奏 銀賞
三つの三重奏曲　op.13（F.クーラウ作曲／ J.P.ランパル編曲）

第 36 回北陸アンサンブルコンテスト
第36回 「 全日本アンサンブルコンテスト 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2013年（平成25年）２月10日（日）
場所／富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）
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 福井県教育委員会・富山市教育委員会

審査員

荻原　松美（シエナ・ウィンド・オーケストラ　打楽器奏者）
澤　　　敦（東邦音楽大学大学院准教授　ホルン奏者）
竹本　義明（名古屋芸術大学教授　トランペット奏者）
中村めぐみ（シエナ・ウィンド・オーケストラ　クラリネット奏者）
松井　宏幸（カルテット・スピリタス　サクソフォン奏者）

小学校の部 
南砺市立福野小学校 サクソフォン五重奏 銀賞
フォスター・ラプソディー（鈴木　英史作曲）
高岡市立野村小学校 クラリネット八重奏 銀賞
てぃ－ちてぃ－る～沖縄民謡による～（福島　弘和作曲）
南砺市立福野小学校 クラリネット五重奏 金賞グランプリ
上海スクエア（新井　千悦子作曲）

中学校の部 
富山市立城山中学校 打楽器五重奏 銀賞
マリンバと４人の打楽器奏者のための　３つの舞曲　より　Ⅱ、Ⅲ（吉岡　孝悦作曲）
小矢部市立津沢中学校 打楽器五重奏 金賞・北陸代表
石を割る華（山澤　洋之作曲）
射水市立小杉中学校 打楽器五重奏 金賞
「The　Wave」ソロマリンバと４人の打楽器奏者のためのマリンバコンチェルティーノ（安倍　圭子作曲／和田　薫編曲）
南砺市立福野中学校 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.グラスティル作曲）

富山市立山室中学校 打楽器三重奏 銅賞
トリオ・パー・ウノ（N.J.ジヴコビッチ作曲）
高岡市立芳野中学校 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）
富山市立芝園中学校 クラリネット五重奏 銀賞
カレイド・スコープ（R.T.ロレンツ作曲）
射水市立小杉中学校 クラリネット四重奏 銀賞
「バードウオッチング」より　Ⅰ. Ⅲ. Ⅴ.（M.ヘンリー作曲）

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（J.グラステイル作曲）
富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 金賞・北陸代表
「ザ・ウエーブ」ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための（安部　圭子作曲）
富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 銅賞
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）
富山県立高岡高等学校 クラリネット四重奏 銅賞
スリー・ラテン・ダンス（P.ハイケティック作曲）
富山県立南砺福野高等学校 クラリネット四重奏 銅賞
クラリネット･ラプソディー（D.ベネット作曲）

大学の部 
富山大学吹奏楽団 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、Ⅵ（J.デュファイエ作曲）

職場・一般の部 
富山ミナミ吹奏楽団 打楽器八重奏 金賞
銀河鉄道（J.グラステイル作曲）
速星☆Friday's 金管八重奏 銀賞
ロンドンの小景より　Ⅰ、Ⅳ（G.ラングフォード作曲）
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「落ち葉の舞う季節」（渡部　哲哉作曲）

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）

銀河鉄道（J.グラステイル作曲）
2 富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏 金賞

黒田武士幻想曲（石川　亮太作曲）
3 速星☆Friday's 金管八重奏 金賞・県代表（北陸・中日）

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

シアター・ミュージック・パート１（坂井　貴祐作曲）
5 北アルプス吹奏楽団 金管五重奏 銀賞

浅間の詩より　Ⅰ.讃歌　Ⅲ.祭り（藤城　稔作曲）
6 コンツェルテ・エロイカ 金管五重奏 銀賞

アメリカ組曲　第1番　より　　3.ペルー風ワルツ　5.メキシコの音（E.クレスポ作曲）
7 射水トロンボーン倶楽部 トロンボーン四重奏 銀賞

ポップ　スイート　ナンバー 3 より　1.ビギン　2.ワルツソング（A. フラッケンポール作曲）
8 北アルプス吹奏楽団 トロンボーン三重奏 銀賞

バッキー・シングズ　より　Ⅱ、Ⅲ（B.E.リン作曲）
9 ムジカグラート氷見 フルート四重奏 銀賞

アダージョとスケルツォ（アドルフ・F・ウーテル作曲／H.ヴォックスマン編曲）
10 北アルプス吹奏楽団 木管三重奏　 金賞・県代表（北陸）

木管三重奏のための「落ち葉の舞う季節」（渡部　哲哉作曲）




