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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）


