
第 36 回富山県吹奏楽コンクール
第56回 「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第49回 「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第 8  回 「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　前年度の第7回「東日本学校吹奏楽大会」は、金沢で開催された
ことから、「北陸吹奏楽コンクール」B部門より「第7回東日本学校
吹奏楽大会コンクール部門」への推薦団体数が中・高各部門２団体
ずつ増加。（フェスティバル部門への推薦団体数は変更無し）これに
ともない、北陸三県各県大会からの中・高B部門の「北陸吹奏楽コ
ンクール」への推薦団体数も各１団体ずつ増加
　今年度の第８回「東日本学校吹奏楽大会」は、例年の代表数に戻
り、北陸三県各県大会からの中・高B部門の「北陸吹奏楽コンクール」
への推薦団体代表も従来の規定通りの代表数に戻った。
　中・高Ａ部門については今年度、「北陸吹奏楽コンクール」規約が
改定され、「富山県吹奏楽コンクール」中高各Ａ部門参加団体数10
団体までの代表数が３から４へと増加した。よって、今年度以降、「富
山県吹奏楽コンクール」の中高各Ａ部門の代表数は11団体参加で代
表数は５団体、16団体参加で代表数は6団体、21団体参加で代表数
は7団体となる。
　 　
日時／ 2008年（平成20年） ７月２４日（木）１３：００～
   　　２５日（金）　 ９：００～
   　　２６日（土）　 ９：３０～
   　　２７日（日）　 ９：３０～
場所／砺波市文化会館
主催／中部日本吹奏楽連盟富山支部
　　　富山県学校吹奏楽連盟・中日新聞社
後援／富山県教育委員会・魚津市教育委員会

課題曲

Ⅰ（全部門共通）：ブライアンの休日（第18回朝日作曲賞）（内藤　淳一）
Ⅱ（全部門共通）：マーチ「晴天の風」（糸谷　　良）
Ⅲ（全部門共通）：セリオーソ（浦田健次郎）
Ⅳ（全部門共通）：天馬の道　～吹奏楽のために（片岡　寛晶）
Ⅴ（大職一のみ）：火の断章（井澗　昌樹）

審査員

秋田　賀文（武蔵野音楽大学教授 トランペット奏者）
大津　立史（シエナウインドオーケストラ サクソフォーン奏者）
高鍋　　歩（大阪市音楽団打楽器奏者）
千葉　直師（元東京都交響楽団首席 クラリネット奏者　洗足学園音楽大学教授）
松崎　　裕（ＮＨＫ交響楽団首席 ホルン奏者　洗足学園音楽大学教授）

高等学校Ｂ部門　7月24日　１３：0０～ 
1 富山県立二上工業高等学校〔指揮：岩本　博之〕 銀賞

民族舞曲（D.ショスタコーヴィチ／ F.エリクソン）
2 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銀賞

バレエ音楽「風変わりな店」より　（G.ロッシーニ＆O.レスピーギ／D.ゴットフリー）
3 富山県立富山北部高等学校〔指揮：西薗　エリ子〕 銀賞

交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
4 富山県立砺波工業高等学校〔指揮：松山　和功〕 銅賞

無限の音世界 より　Ⅱ･音の雨、Ⅲ･音の風（清水　大輔）
5 富山県立魚津工業高等学校〔指揮：橋本　行史〕 銅賞

アミュレット（福島　弘和）
6 富山県立上市高等学校 〔指揮：稲場　一朗〕 金賞

１７３０年冬「川の旅」（J.スウェアリンジェン）
7 富山県立富山西高等学校 〔指揮：勝本　宏昭〕 銅賞

吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤　康英）
8 富山県立滑川高等学校 〔指揮：舟津　昭博〕 銀賞

吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤　康英）
9 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銅賞

ズーラシアン序曲（高橋　宏樹）
10 富山県立雄山高等学校 〔指揮：吉川　尚子〕 銅賞

「春の詩」～風の丘の物語（八木澤　教司）

11 富山県立桜井高等学校 〔指揮：髙原　甚裕〕 金賞
水の風景（立原　勇）

12 富山県立八尾高等学校 〔指揮：嶋田　　愛〕 金賞
モンテ・クリスト伯（O.M.シュワルツ）

13 富山県立有磯高等学校 〔指揮：安藤　種明〕 銀賞
ウィンド・アンサンブルのための幻想曲　「不思議な旅」（小長谷　宗一）

14 富山県立氷見高等学校 〔指揮：福島　久美子〕 金賞代表
序曲「ピータールー」（M.アーノルド／近藤　久敦）

15 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞
ペルセウス～大空を翔る英雄の戦い（八木澤　教司）

16 富山県立南砺総合高等学校
井波高等学校

〔指揮：林　　和宏〕 銀賞

宣言と布告（E.ハクビー）
17 富山県立高岡工芸高等学校〔指揮：加藤　祐行〕　  金賞代表

中学校Ｂ部門　7月25日　９：００～ 
1 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：大浦　謙一〕 銀賞

序曲「インヴィクタ」（J.スウェアリンジェン）
2 南砺市立井波中学校 〔指揮：柳原　　薫〕 銀賞

柳絮の舞（福島　弘和）
3 入善町立入善西中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞

呪文と踊り（J.B.チャンス）
4 南砺市立井口中学校 〔指揮：鷹屋　美智子〕 銅賞

海兵隊（J.M.フルトン／駒田　洋一）
5 富山市立和合中学校 〔指揮：髙田　一美〕 銀賞

ノルウェーのロンド（P.スパーク）
6 黒部市立高志野中学校 〔指揮：辻　　幸恵〕 銅賞

「リュートのための古い舞曲とアリア」第３組曲 よりⅢ･シチリアーナ、
Ⅳ･パッサカリア（O.レスピーギ／森田　一浩）

7 高岡市立戸出中学校 〔指揮：村田　幸子〕 金賞
「鳳凰」～仁愛鳥譜（鈴木　英史）

8 富山市立芝園中学校 〔指揮：高瀬　知郎〕 銀賞
バレエ音楽「ガイーヌ」より　剣の舞、バラの乙女達の踊り、レスギンカ
（A.I.ハチャトゥリアン／稲垣　卓三）

9 富山市立西部中学校 〔指揮：丸山　明子〕 銀賞
名誉が勝るとき（J.スウェアリンジェン）

10 高岡市立福岡中学校 〔指揮：今城　英志〕 銀賞
序曲「ピータールー」（M.アーノルド／近藤　久敦）

11 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：坂田　美沙都〕 銀賞
ケルト民謡による組曲 より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（ケルト民謡／建部　知弘）

12 南砺市立城端中学校 〔指揮：中野　真寿美〕 銅賞
オーバーチュラ（E.ハクビー）

13 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銀賞
組曲「冬のかがり火」より　Ⅰ･出発、Ⅴ･ピオネールの集会、Ⅵ･冬の夕べ、
Ⅷ･帰還（S.プロコフィエフ／山本　教生）

14 射水市立新湊西部中学校 〔指揮：寺　みつる〕 銀賞
ヘブン・ダンス（D.R.ホルジンガー）

15 射水市立射北中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銀賞
パンチネルロ（A.リード）

16 富山市立上滝中学校 〔指揮：藤本　恭子〕 銅賞
アイルランド民謡変奏曲（杉浦　邦弘）

17 上市町立上市中学校 〔指揮：飛弾野　洋一〕 金賞
ブレス・オブ・ガイヤ（建部　知弘）

18 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：田畑　康志〕金賞代表
吹奏楽のための木挽歌 より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ（小山　清茂）

19 射水市立小杉南中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞代表
アフリカの儀式と歌、宗教的典礼（R.W.スミス）

20 富山市立奥田中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
サン・ダンシング（D.シェーファー）

21 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C.ツェラー／鈴木　英史）

22 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕金賞代表
呪文と踊り（J.B.チャンス）

23 富山市立八尾中学校 〔指揮：竹脇　直子〕 銀賞
大仏と鹿（酒井　格）

24 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銅賞
歌劇「どろぼうかささぎ」序曲（G.ロッシーニ／高見沢　努）



25 砺波市立庄川中学校 銀賞
リクディム　４つのイスラエル舞曲（J.ヴァン=デル=ロースト）

26 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用　裕志〕 銀賞
プスタ より　Ⅲ、Ⅳ（J.ヴァン=デル=ロースト）

27 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銀賞
マナティー・リリック序曲（R.シェルドン）

28 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）

29 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：佐々木真砂美〕 銅賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

30 富山市立東部中学校 〔指揮：斉藤　元子〕 銀賞
古いアメリカ舞曲による組曲 より（R.R.ベネット／Ｊ．カーナウ）

31 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：奈良　浩昭〕 銀賞
波の一幕（横田　大司）

32 片山学園中学校 〔指揮：石川　紘一郎〕 銅賞
行進曲「紅毛氈」（星出　尚志）

33 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端　由美〕金賞代表
「三つのジャポニスム」より　Ⅱ･雪の川、Ⅰ･鶴が舞う、Ⅲ･祭り（真島　俊夫）

34 朝日町立朝日中学校 〔指揮：魚津　基子〕 金賞
喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より　Ⅰ･モスクワを疾走、Ⅱ･ワルツ、
Ⅲ･ポルカ、Ⅳ･ギャロップ（Ｄ．ショスタコヴィチ／鈴木　英史）

35 入善町立入善中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞
神々の運命（S.ライニキー）

36 滑川市立早月中学校 〔指揮：野口　雅子〕 銀賞
序曲「インヴィクタ」（J.スウェアリンジェン）

37 高岡市立南星中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞代表
リバー・ダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）

38 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：柳川　　緑〕 銀賞
喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

39 富山市立南部中学校 〔指揮：光岡　和子〕 銀賞
セント・アンソニー・ヴァリエーション（W.H.ヒル）

40 高岡市立牧野中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銀賞
吹奏楽のための小狂詩曲（大栗　裕）

41 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銀賞
「14のバガテル」より　Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅹ（B.バルトーク／山本　教生）

42 小矢部市立石動中学校 〔指揮：久保　紀子〕 金賞
元禄（櫛田　月失之扶）

小学校部門　7月26日　　９：３０～ 
1 富山大学人間発達科学部
附属小学校

〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞

組曲「道化師」より　Ⅱ、Ⅶ、Ⅴ、Ⅹ（D.カバレフスキー／藤田　玄播・鈴木　英史）
2 滑川市立田中小学校 〔指揮：山岸　虎男〕 銀賞

ブルック・パーク（J.スウェアリンジェン）
3 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞

吹奏楽のための民話（J.M.コーディル）
4 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕金賞代表

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）
5 射水市立新湊小学校 〔指揮：福山　暁雄〕 金賞

リバー・ダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）
6 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕金賞代表

ケルト・ラプソディー（ケルト民謡／建部　知弘）

大学部門　10：45 ～ 
1 富山商船高等専門学校 〔指揮：横田　数弘〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：組曲「ドリー」より　Ⅰ･子守歌、　Ⅱ･ミー・ア・ウー、
　　　　　　　Ⅵ･スペイン舞曲（ G.フォーレ／松代　晃明）

2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：曽根　哲夫〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：交響詩「ローマの松」より　Ⅰ･ボルゲーゼ荘の松、
　　　　　　　Ⅳ･アッピア街道の松（O.レスピーギ／曽根　哲夫）

高等学校Ａ部門　12：30 ～ 
1 富山県立高岡商業高等学校〔指揮：神田　賢二〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：交響曲第５番「革命」より　終楽章（D.ショスタコーヴィチ／ J.ブーコック）
2 富山県立富山工業高等学校〔指揮：伊尾　孝敏〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のためのカプリチオ（吉田　公彦）

3 富山県立南砺総合高等学校
福光高等学校

〔指揮：藤信　幸夫〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：バレエ音楽「コッペリア」（L.ドリーブ／鈴木　英史）
4 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による　変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）
5 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：ナスカ　～地上に描かれた遙かなる銀河　（八木澤　教司）
6 富山県立富山中部高等学校〔指揮：次田　　裕〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）
7 富山県立砺波高等学校 〔指揮：山本　富士子〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）
8 富山県立富山南高等学校 〔指揮：砂子　　勲〕 銅賞

課Ⅱ＆自由曲：交響曲第５番「革命」より　終楽章（D.ショスタコーヴィチ／ J.ブーコック）
9 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「ロシアの皇太子」　セレクション（F.レハール／鈴木　英史）
10 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）
11 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：交響曲第４番「不滅」より（C.ニールセン／長生　淳）
12 富山県立石動高等学校 〔指揮：伊藤　重久〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）
13 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：科戸の鵲巣　～吹奏楽のための祝典序曲～（中橋　愛生）
14 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石場　俊一郎〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：祝典のための音楽（P.スパーク）
15 富山県立南砺総合高等学校

福野高等学校
〔指揮：中藪　　睦〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：タンタン～太陽の神殿 より（D.ブロッセ／ J.デ=メイ）
16 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　洋）
17 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：ペルセウス　～大空を翔る英雄の戦い（八木澤　教司）

中学校Ａ部門　7月27日　９：３０～ 
1 砺波市立出町中学校 〔指揮：川岸　直紀〕 銅賞

課Ⅱ＆自由曲：丘の上のレイラ（星出　尚志）
2 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞

課Ⅰ＆自由曲：古いアメリカ舞曲による組曲 より　Ⅲ･ウェスタン・ワン・ステップ、
　　　　　　 Ⅰ･ケーク・ウォーク（R.R.ベネット／Ｊ．カーナウ）

3 富山市立堀川中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：交響曲「ガイヤ」（J.I.オグレン）

4 富山市立新庄中学校 〔指揮：三鍋　暢恵〕 銅賞
課Ⅰ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」　セレクション（G.プッチーニ／真島　俊夫）

5 高岡市立五位中学校 〔指揮：池田　宗介〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウスⅡ／鈴木　英史）

6 南砺市立福光中学校 〔指揮：山田　　誠〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：リバー・ダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）

7 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：トッカータとフーガ　ニ短調（J.S.バッハ／井沢　広行）

8 氷見市立北部中学校 〔指揮：黒田　雄一郎〕 銅賞
課Ⅰ＆自由曲：七五三（酒井　格）

9 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

10 滑川市立滑川中学校 　　 〔指揮：吉野　みのり〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：吹奏楽のための第５組曲 より　Ⅲ･山伏神楽、Ⅱ･サラバンド、
　　　　　　　Ⅳ･ホラ（A.リード）

11 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：アイヴァンホー（B.アッペルモント）

12 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：喜歌劇「ロシアの皇太子」　セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

13 射水市立小杉中学校 〔指揮：竹内　文恵〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）



14 高岡市立芳野中学校 〔指揮：沢田　良子〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：交響詩「ローマの祭」より　Ⅰ･チルチェンセス、Ⅳ･主顕祭
　　　　　　　（O.レスピーギ／藤田　玄播）

15 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：城宝　美奈〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C.ツェラー／鈴木　英史）

16 富山市立大沢野中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銅賞
課Ⅰ＆自由曲：

17 富山市立山室中学校 〔指揮：片山　亮一〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

18 立山町立雄山中学校 〔指揮：遠藤　利恵〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」　セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

19 富山市立速星中学校 〔指揮：保科　浩一〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：交響的序曲（J.バーンズ）

20 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：交響詩「海」より　Ⅲ・風と海との対話（C.ドビュッシー／上埜　孝）

一般部門　１６：３０～ 
1 速星☆Friday's 〔指揮：井沢　広行〕金賞代表

課Ⅲ＆自由曲：交響的印象「教会のステンドグラス」より
　　　　　　　Ⅱ･大天使聖ミカエル（O.レスピーギ／藤田　玄播）

2 ストライキング・
オリジナリティー・バンド

〔指揮：種谷　　優〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「ガイーヌ」より　Ⅰ･前奏曲、　Ⅲ･アイシェの孤独、
　　　　　　 Ⅳ･剣の舞、Ⅴ･収穫祭（A.I.ハチャトゥリアン／中原　達彦）

3 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：エブリデイ・ヒーロー（T.マー）

4 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛弾野　洋一〕 銀賞
課Ⅴ＆自由曲：ノーブル・エレメント（T.マー）

5 ら・こんせ～る・のくちゅ～る〔指揮：舟津　昭博〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：シー・オブ・ウィズダム　～知恵を持つ海～（清水　大輔）

6 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：交響曲第０番 より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ（B.ピッケール）




