
第 38 回富山県吹奏楽コンクール
第58回 「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第51回 「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第10回 「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　昨年同様に中学校の終業式の関係で、日程が金曜
日～月曜日開催となった。また、運営の見直しによ
り開催部門日程が変更された。高等学校B部門の出場
団体数が21団体であったため、代表数が１増加し４
団体となった。
　 　
日時／ 2010年（平成22年） ７月２３日（金）１３：３０～
   　　２４日（土）　 ９：００～
   　　２５日（日）　 ９：３０～
   　　２６日（月）　 ９：３０～
場所／魚津市文化会館
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・魚津市教育委員会

課題曲

Ⅰ（全部門共通）：迷走するサラバンド　（第20回朝日作曲賞）（広瀬　正憲）
Ⅱ（全部門共通）：オーディナリー・マーチ（高橋　宏樹）
Ⅲ（全部門共通）：吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」（長野　雄行）
Ⅳ（全部門共通）：汐風のマーチ（田嶋　　勉）
Ⅴ（高大職一のみ）：吹奏楽のためのスケルツォ 第２番 ≪夏≫（鹿野　草平）
　　　　　　　　　（第２回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）

審査員

稲川　榮一（東京芸術大学音楽学部教授）
田中　正敏（東京学芸大学講師  クラリネット奏者）

東京フィルハーモニー交響楽団　首席トランペット奏者）
栃尾　克樹（東京佼成ウインドオーケストラ　サクソフォン奏者）
三澤　　慶（作曲家「侍ＢＲＡＳＳ」メンバー　トランペット奏者）

高等学校Ｂ部門　7月23日　１３：３０～ 
1 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銀賞

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より　無言劇、全員の踊り（M.ラヴェル／M.ハインズレー）
2 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕 金賞

3 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銅賞
管楽器のための「古典幻想曲」（伊藤　康英）

4 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 銀賞
付随音楽「真夏の夜の夢」　より（F.メンデルスゾーン／仲田　　守）

5 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銀賞
いつも風　巡り会う空（福島　弘和）

6 富山県立泊高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 銀賞
繭の夢～竜の舞う空～（福島　弘和）

7 富山県立上市高等学校 〔指揮：谷川　宗寿〕 金賞代表
リヴァーダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）

8 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕 金賞代表
シバの女王ベルキス　より Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ（O.レスピーギ／小長谷　宗一）

9 富山県立八尾高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 金賞
アルヴァマー序曲（J.バーンズ）

10 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

天空への挑戦（R.W.スミス）
11 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞

「子どものために」　より　６、34、35、36（B.バルトーク／中原　達彦）
12 富山県立雄山高等学校 〔指揮：佐伯久美子〕 銀賞

山寺にて～奥の細道の奥～（福島　弘和）
13 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞

14 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：中本　　努〕 金賞
呪文と踊り（J.B.チャンス）

15 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：森田　里香〕 金賞
リヴァーダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）

16 富山県立氷見高等学校 〔指揮：福島久美子〕 金賞代表
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

17 富山県立小杉高等学校 〔指揮：池上　敦子〕 銅賞
アパラチアン序曲（J.バーンズ）

18 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銅賞
夏の風　プレリュード（福島　弘和）

19 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：伊東　康孝〕 金賞
交響詩曲「西遊記」（福島　弘和）

20 富山県立二上工業高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 金賞代表
民族舞曲（D.ショスタコーヴィチ／ F.エリクソン）

21 富山県立石動高等学校 〔指揮：松　　清志〕 銀賞

中学校Ｂ部門　７月２4日　９：００～ 
1 富山市立大沢野中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銀賞

吹奏楽のための「虹色の海」（鈴木　英史）
2 高岡市立牧野中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銀賞

仮面幻想（大栗　　裕）
3 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：沢田　良子〕 銀賞

カルメン・ファンタジー（G.ビゼー／鈴木　英史）
4 南砺市立井波中学校 〔指揮：柳原　　薫〕 銀賞

月失之扶）
5 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銅賞

交響的前奏曲「ポローニア」（E.エルガー／山本　教生）
6 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞

ハンガリーの風景　より　Ⅰ．セークレルとの夕べ、Ⅱ．熊踊り、Ⅲ．豚飼いの踊り
（B.バルトーク／山本　教生）

7 高岡市立南星中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞代表
「スペイン奇想曲」より　Ⅲ．アルボラータ、Ⅳ．シェーナとジプシーの歌、
Ⅴ．アストゥリア地方のファンダンゴ（Ｎ．リムスキー＝コルサコフ／M.ハインズレー）

8 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：大浦　謙一〕 銀賞
ムーン・ストーン（田中久美子）

9 砺波市立庄川中学校 〔指揮：往蔵　直美〕 金賞
ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」（八木澤教司）

10 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
ケルト民謡による組曲　（ケルト民謡／建部　知弘）

11 高岡市立五位中学校 〔指揮：清水　　毅〕 銀賞
ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／石毛　里佳）

12 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
ハンガリー狂詩曲　第２番（F.リスト／淀　　　彰）

13 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銀賞
星の天使～クレーの天使達に寄せて～（福島　弘和）

14 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
パシフィカ（R.バックリー）

15 黒部市立高志野中学校 〔指揮： 金賞
祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）

16 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銅賞
誇りと賛美（J.スウェアリンジェン）

17 南砺市立井口中学校 〔指揮：利　　涼子〕 銅賞
こどもの生活　より　掛け時計、野外での舞踏曲、グランド・パレード
（T.クラック／山本　教生）

18 富山市立三成中学校 〔指揮：渡辺　優子〕 銅賞
アメリカン・フォーク・ファンタジア（E.ハクビー）

19 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
第六の幸福をもたらす宿　より　Ⅱ．ロマンティック・インタルード、Ⅲ．ハッピー・エンディ
ング（M.アーノルド・P.F.ウェブスター／瀬尾　宗利）

20 射水市立射北中学校 〔指揮：竹内　文恵〕 金賞
二つの交響的断章　より　Ⅱ（V.ネリベル）

21 南砺市立城端中学校 〔指揮：下村　知絵〕 銀賞
ブレント・ウッド・パス（J.ウィリアムズ）

22 富山市立八尾中学校 〔指揮：竹脇　直子〕 銀賞
アルカディア（広瀬　勇人）

23 富山市立南部中学校 〔指揮：望月えりか〕 金賞
アパラチアン序曲（J.バーンズ）



24 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞代表
小組曲　より　Ⅰ．小舟にて、Ⅳ．バレエ（C.ドビュッシー／森田　一浩）

25 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞代表
月失之扶）

26 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：砂土居良江〕 銀賞
「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹（八木澤教司）

27 富山市立奥田中学校 〔指揮：瀬上　典子〕 銀賞
月失之扶）

28 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
ケルト・ラプソディー　より　Ⅰ．マーチ、Ⅱ．エア、Ⅲ．リール（ケルト民謡／建部　知弘）

29 朝日町立朝日中学校 〔指揮：魚津　基子〕 金賞
スペイン組曲　よりⅠ．ヒタネリアス、Ⅱ．アンダルシア、Ⅲ．マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

30 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銅賞
吹奏楽のための第１組曲　変ホ長調　よりⅠ．シャコンヌ、Ⅲ．マーチ（G.ホルスト）

31 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲　　俊浩〕 銅賞
バンドのための民話（J.A.コーディル）

32 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用　裕志〕 銀賞
コラールとカプリチオ（C.ジョバンニーニ／W.ロビンソン）

33 入善町立入善中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞代表
月失之扶）

34 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端　由美〕 金賞
バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー（P.I.チャイコフスキー／後藤　　洋）

35 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
喜びの音楽を奏でて（J.スウェアリンジェン）

36 富山市立上滝中学校 〔指揮：片野　真一〕 銅賞
センチュリア（J.スウェアリンジェン）

37 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
ミュージカル「ミス・サイゴン」　より　序奏、我が心の夢、サイゴン陥落、
今がこのとき（C.M.シェーンベルク／宍倉　　晃）

38 射水市立新湊西部中学校 〔指揮：柳川　　緑〕 金賞
「ペルセウス」－大空を翔る英雄の戦い（八木澤教司）

39 富山市立新庄中学校 〔指揮：新井友香里〕 銀賞
ガリヴァー旅行記　より　Ⅰ．リリパット、Ⅲ．ラピュータ、Ⅳ．フウィヌム（B.アッペルモント）

40 南砺市立福光中学校 〔指揮：山田　　誠〕 金賞代表
朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）

41 片山学園中学校 〔指揮：石川紘一郎〕 銀賞
かけら幻想（石毛　里佳）

42 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 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）

43 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銅賞
ケルトの叫び　より　Ⅰ．ナイトメア、Ⅱ．シューラ・ルーシ、Ⅲ．ブレイクアウト
（R.ハーディマン／ P.グラハム）

44 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞
梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

45 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞
喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

46 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 金賞
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

47 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銅賞
ティンバー・シティー・トリロジー（M.ウィリアムス）

48 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山崎　拓郎〕 金賞代表

小学校部門　7月25日　９：３０～ 
1 射水市立新湊小学校 〔指揮：金谷　幸成〕 金賞

バンドのための民話（J.A.コーディル）
2 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞代表

仮面舞踏会　より　Ⅰ．ワルツ、Ⅳ．ロマンス、Ⅴ．ギャロップ
（A.ハチャトゥリアン／仲田　　守）

3 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞
交響的物語（R.シェルドン）

4 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕 金賞代表
ミュージカル「ミス・サイゴン」　より　序奏、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき
（C.M.シェーンベルク／宍倉　　晃）

5 滑川市立田中小学校 〔指揮：山岸　虎男〕 銀賞
バンドのための民話（J.A.コーディル）

6 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞
ガリヴァー旅行記　より　Ⅰ．小人の国、Ⅱ．巨人の国、Ⅳ．馬の国（B.アッペルモント）

中学校Ａ部門　７月25日　１０：４５～ 
1 魚津市立西部中学校 〔指揮：濵藤　浩人〕 銅賞

2 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」　より　Ⅰ．チルチェンセス、Ⅳ．主顕祭
（O.レスピーギ／仲田　　守）

3 富山市立堀川中学校 〔指揮：青江美記子〕 銀賞

4 上市町立上市中学校 〔指揮：飛弾野洋一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

5 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

6 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ／上埜　　孝）

7 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：魔法使いの弟子（P.デュカス／M.ハインズレー）

8 富山市立山室中学校 〔指揮：平山　志郎〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：大阪俗謡による幻想曲（大栗　　裕）

9 南砺市立吉江中学校 〔指揮：塚田　香織〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：ダンシング・イン・エアー（後藤　　洋）

10 南砺市立福野中学校 〔指揮：今井　幸代〕 金賞代表
課Ⅳ＆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）

11 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：コリアン・ダンス　より　Ⅲ．ロンド－フィナーレ（高　　昌帥）

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

13 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：海の男達の歌（R.W.スミス）

14 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生）

15 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：道化師の朝の歌（M.ラヴェル／渡部　謙一）

16 射水市立小杉南中学校 〔指揮：寺　みつる〕 金賞代表
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）

17 立山町立雄山中学校 〔指揮：齊藤　綾乃〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：永遠の翼を持つイカルス（鈴木　英史）

大学部門　１６：１５～ 
1 富山高等専門学校 〔指揮：横田　数弘〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：翡翠　より　Ⅰ．雨上がりに、Ⅱ．焔の如く輝き（J.マッキー）

職場・一般部門　１７：３０～ 
1 ストライキング・
オリジナリティー・バンド

〔指揮：種谷　　優〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：スター・ウォーズ・サガ（J.ウィリアムズ／ J.デ＝メイ）
2 ら・こんせ～る・
のくちゅ～る

〔指揮：大野慎太郎〕 金賞代表

3 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：交響曲第４番　より　Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（M.アーノルド／瀬尾　宗利）

4 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）

5 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛弾野洋一〕 金賞代表

6 速星☆　Friday's 〔指揮：山崎　大介〕 金賞代表
課Ⅲ＆自由曲：アルメニアン・ダンス　パートⅡ　より　Ⅲ．ロリの歌（A.リード）

7 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：エクストリーム・メイク-オーヴァー　～チャイコフスキーの主題による変奏～
（J.デ＝メイ）



高等学校Ａ部門　９：３０～ 
1 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」　より　Ⅰ．前奏曲 おとぎ話は始まる、Ⅱ．ウィー
ンの音楽時計、Ⅳ．戦争とナポレオンの敗北、Ⅴ．間奏曲、Ⅵ．皇帝と廷臣たちの入場
（Z.コダーイ／G.C.バイナム）

2 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「青銅の騎士」　より（R.M.グリエール／林　　紀人）

3 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：地底都市「カッパドキア」　－妖精の宿る不思議な岩（八木澤教司）

4 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「ガイーヌ」　より　　序奏、友情の踊り、アイシェの目覚めと踊り、
剣の舞、収穫祭（A.ハチャトゥリアン／林　　紀人）

5 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：セント・アンソニー・ヴァリエーション（W.H.ヒル）

6 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：翡翠　より　Ⅰ．雨上がりに、Ⅱ．焔の如く輝き（J.マッキー）

7 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 銅賞

8 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞代表
課Ⅳ＆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／大橋　晃一）

9 富山県立滑川高等学校 〔指揮：舟津　昭博〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」　より　Ⅰ．アーチ、Ⅱ．サークルズ、
Ⅲ．アローズ（P.グレイアム）

10 富山県立富山南高等学校 〔指揮：砂子　　勲〕 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿　より　Ⅰ．ロンドン・プレリュード、
Ⅱ．ロマンティック・インタルード、Ⅲ．ハッピー・エンディング
（M.アーノルド・P.F.ウェブスター／瀬尾　宗利）

11 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション（E.カールマン／鈴木　英史）

12 富山県立砺波高等学校 〔指揮：俵　麻美子〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：暗闇から光へ（P.スパーク）

13 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：伊尾　孝敏〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ジュビラーテ（R.ジェイガー）

14 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕 金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：シンフォニエッタ　より　Ⅲ、Ⅴ（L.ヤナーチェク／D.ウィック）

15 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 金賞代表
課Ⅲ＆自由曲：コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー
（P.ウィリアムス）

16 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：交響的舞曲　より　Ⅲ（S.ラフマニノフ／佐藤　正人）

17 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 金賞代表
課Ⅱ＆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）




