
第 39 回富山県吹奏楽コンクール
第59回 「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第52回 「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第11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23団体であったため、代表数が１増
加し４団体となった。
　富山県立高岡商業高校は、3年連続全国大会に出場し、今年度は
出場していない。
　本大会より審査員が7名となる。審査方法は従来通り。
　 　
日時／ 2011年（平成23年） ７月２２日（金）１３：３０～
   　　２３日（土）　 ９：００～
   　　２４日（日）　 ９：００～
   　　２５日（月）１０：００～
場所／砺波市文化会館
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・砺波市教育委員会

課題曲

Ⅰ（全部門共通）：マーチ「ライヴリー アヴェニュー」（第21回朝日作曲賞）（堀田　庸元）
Ⅱ（全部門共通）：天国の島（佐藤　博昭）
Ⅲ（全部門共通）：シャコンヌ S（新実　徳英）
Ⅳ（全部門共通）：南風のマーチ（渡口　公康）
Ⅴ（高大職一のみ）：「薔薇戦争」より　戦場にて（山口　哲人）

（第３回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）
（課題曲Ⅴは高等学校Ａ、大学、職場・一般部門のみ選択可能）

審査員

生方　正好（東京フィルハーモニー交響楽団　クラリネット奏者）
北爪　道夫（国立音楽大学教授　作曲家）
久保　義一（東京佼成ウインドオーケストラ トランペット奏者　武蔵野音楽大学講師）
近藤　孝司（日本センチュリー交響楽団　トロンボーン奏者）
多田逸左久（東京シンフォニエッタ　ファゴット奏者）
平松　久司（㈳全日本吹奏楽連盟理事長　指導者）
百瀬　和紀（元ＮＨＫ交響楽団　打楽器奏者）

高等学校Ｂ部門　7月22日　１３：３０～ 
1 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：伊東　康孝〕 銅賞

高尚で優雅な密教団のレーヴリー（阿部　勇一）
2 新川高等学校 〔指揮：小林千紗都〕 銀賞

いつも風　巡り会う空（福島　弘和）
3 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕金賞代表

二つの交響的断章（V.ネリベル）
4 富山県立滑川高等学校 〔指揮：池本　悠子〕 銀賞

喜歌劇 ｢モスクワのチェリョムーシカ｣ より（Ｄ.ショスタコーヴィチ／鈴木　英史）
5 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 銀賞

6 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞
４つの古い舞曲より　Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ（Ｊ.ヴァン＝デル＝ロースト）

7 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銅賞
月失之扶）

8 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銅賞
前奏曲と原始の踊り（Ｅ.ハックビー）

9 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

イギリス民謡組曲（Ｒ・Ｖ.ウィリアムス）
10 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 銀賞

恋す蝶（井澗　昌樹）
11 富山県立雄山高等学校 〔指揮：佐伯久美子〕 銀賞

英雄は我が傍らに（Ｊ.スウェアリンジェン）

12 片山学園高等学校・中学校 〔指揮：石川紘一郎〕 銀賞
ウィンドアンサンブルのための　「ディベルティメント」（八木澤　教司）

13 富山県立泊高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 銅賞
１５のハンガリー農民の歌より 　7～ 15（Ｂ.バルトーク／山本　教生）

14 富山県立小杉高等学校 〔指揮：池上　敦子〕 銀賞
リバーダンス（Ｂ.ウィーラン／Ｇ.バイテンハイス）

15 龍谷富山高等学校 〔指揮：山口　慎一〕 銀賞

16 富山県立石動高等学校 〔指揮：松　　清志〕 金賞

17 富山県立八尾高等学校 〔指揮：坂林　良樹〕 金賞
コヴィントン広場（Ｊ.スウェアリンジェン）

18 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕金賞代表
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

19 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：中本　　努〕 金賞
ケルト民謡による組曲より　マーチ、エアー、リール（建部　知弘）

20 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞
カルミナ・ブラーナより　おお、運命の女神よ、運命の女神に傷つけられて、
酒場にいる時は（C.オルフ／Ｊ.クランス）

21 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：森田　里香〕 銀賞
夢への冒険（福島　弘和）

22 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕金賞代表

23 富山県立上市高等学校 〔指揮：京谷　智子〕金賞代表
「イーストコーストの風景」より　第３楽章　ニューヨーク（N.ヘス）

中学校Ｂ部門　７月２3日　９：００～ 
1 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞

ルーマニア風ポルカ、速い踊り（Ｂ.バルトーク／後藤　洋）
2 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 金賞

バレエ組曲 ｢ガイーヌ｣ より　ヌーネの踊り、バラの乙女達の踊り、
レズギンカ（Ａ.ハチャトゥリアン／林　紀人）

3 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

4 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
月失之扶）

5 富山市立上滝中学校 〔指揮：片野　真一〕 銀賞
フェスティーヴォ（V.ネリベル）

6 高岡市立戸出中学校 〔指揮：千葉　多恵〕 銀賞
アンダルシア組曲より　ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ
（Ｅ.レクオーナ／高木　登古）

7 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銀賞
アルメニアンダンス・パートⅠ（Ａ.リード）

8 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用　裕志〕 銀賞
じんじん（沖縄わらべ歌より）（福島　弘和）

9 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 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）

10 富山市立新庄中学校 〔指揮：新井友香里〕 銅賞
アリランと赤とんぼ（朝鮮民謡、山田耕筰／高　昌帥）

11 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
組曲「仮面舞踏会」より　ワルツ、ロマンス、ギャロップ（Ａ.ハチャトゥリアン／仲田　　守）

12 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
リバーダンス（Ｂ.ウィーラン／Ｃ.ストロメン）

13 射水市立新湊西部中学校 〔指揮：柳川　　緑〕 金賞
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）

14 富山市立東部中学校 〔指揮：内山　良子〕 銀賞
アンドロメダ（D.シェイファー）

15 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：大浦　謙一〕 銅賞
ヘリオスフィア（坂井　貴祐）

16 南砺市立井波中学校 〔指揮：柳原　　薫〕 銀賞

17 南砺市立福光中学校 〔指揮：冨田　智世〕金賞代表
アイリッシュ・スピリッツⅠ（アイルランド民謡／山本　教生）

18 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕金賞代表
「リンカンシャーの花束」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ（P.グレインジャー）

19 朝日町立朝日中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 銀賞
頂点をめざして（Ｒ・Ｗ.スミス）



20 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 金賞
伝説のアイルランド（Ｒ・Ｗ.スミス）

21 南砺市立井口中学校 〔指揮：西村　美勝〕 銅賞
ホープタウンの休日（Ｓ.ライニキー）

22 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
鷲が舞うところ（Ｓ.ライニキー）

23 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）

24 富山市立奥田中学校 〔指揮：高島　徳保〕 銀賞
フェニックス　～時を超える不死鳥の舞い～（八木澤　教司）

25 黒部市立高志野中学校 〔指揮： 銀賞
月失之扶）

26 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞

27 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞

28 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲　　俊浩〕 銅賞
インヴィクタ序曲（Ｊ.スウェアリンジェン）

29 砺波市立庄川中学校 〔指揮：久保　紀子〕 金賞
ポロヌプ（酒井　格）

30 富山市立三成中学校 〔指揮：渡辺　優子〕 銀賞
バビロン川のほとりで（Ｅ.ハックビー）

31 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞
アイルランド民謡変奏曲（杉浦　邦弘）

32 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕金賞代表
シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

33 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銀賞
遠い星から（Ｅ.ハックビー）

34 高岡市立牧野中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銀賞
組曲「道化師」より　プロローグ、ギャロップ、リトル・リリカル・シーン、エピローグ
（Ｄ.カバレフスキー／藤田　玄播）

35 高岡市立五位中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞
トゥーランドット（Ｇ.プッチーニ／渡辺　秀之）

36 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端　由美〕金賞代表
吹奏楽のためのムーブメント「蒼藍幻想」（佐藤　龍成）

37 富山市立南部中学校 〔指揮：足立　美里〕 銀賞
センチュリア（Ｊ.スウェアリンジェン）

38 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞
序曲　「バラの謝肉祭」（Ｊ.オリヴァドーティ）

39 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銀賞
センチュリア（Ｊ.スウェアリンジェン）

40 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：森田美沙都〕金賞代表
吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による（大栗　裕）

41 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕金賞代表
朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ・Ｂ.チャンス）

42 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞
アメリカ民謡による幻想曲（Ｅ.ハックビー）

43 南砺市立城端中学校 〔指揮：下村　知絵〕 銀賞
オーバーチュラ（Ｅ.ハックビー）

44 富山市立八尾中学校 〔指揮：竹脇　直子〕 金賞
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）

45 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銀賞
銀河鉄道（廣瀬　勇人）

小学校部門　7月24日　９：0０～ 
1 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 金賞

ブルーリッジの伝説（Ｊ.スウェアリンジェン）
2 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕金賞代表

3 滑川市立田中小学校 〔指揮：山岸　虎男〕 銀賞
韓国幻想曲　農村の朝（金　東兆）

4 射水市立新湊小学校 〔指揮：小川真紀子〕 金賞
喜歌劇「サーカスの女王」セレクション（Ｅ.カールマン／鈴木　英史）

5 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
「スペイン組曲」より　ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ
（Ｅ.レクオーナ／高木　登古）

6 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞
バレエ音楽「青銅の騎士」より　序曲、元老院広場にて、踊りの情景、
偉大なる都市への賛歌（Ｒ.Ｍ.グリエール／林　紀人）

7 砺波市立出町小学校 〔指揮：嶋　　倫子〕 銀賞
ファンタジー・フォー・バンド（Ｆ.エリクソン／岡本　芳男）

中学校Ａ部門　７月24日　１０：２０～ 
1 射水市立小杉南中学校 〔指揮：浦島みつる〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：喜歌劇 ｢モスクワのチェリョムーシカ｣ より　モスクワの疾走、ワルツ、ポルカ、
ギャロップ（Ｄ.ショスタコーヴィチ／鈴木　英史）

2 南砺市立福野中学校 〔指揮：今井　幸代〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：トゥーランドット（Ｇ.プッチーニ／渡辺　秀之）

3 富山市立堀川中学校 〔指揮：保科　浩一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：オセロ（A.リード）

4 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：歌劇「運命の力」序曲（Ｇ.ヴェルディ／Ｆ.チェザリーニ）

5 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銅賞
課Ⅳ＆自由曲：エル・カミーノ・レアル（Ａ.リード）

6 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌帥）

7 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞
課Ⅳ＆自由曲：祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）

8 射水市立射北中学校 〔指揮：竹内　文恵〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：バレエ音楽「ガイーヌ」より　序奏、アイシェの目覚めと踊り、
レスギンカ（Ａ.ハチャトゥリアン／林　紀人）

9 富山市立城山中学校 〔指揮：井澤　広行〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：トッカータとフーガ　ニ短調（Ｊ・Ｓ.バッハ／井澤　広行）

10 富山市立山室中学校 〔指揮：片山　亮一〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：交響詩「海」より　Ⅲ.風と海の対話（Ｃ.ドビュッシー／上埜　孝）

11 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より　Ⅰ.ソロモンの夢　Ⅳ.狂宴の踊り
（Ｏ.レスピーギ／小長谷　宗一）

12 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：嶋田　　愛〕 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２世／鈴木　英史）

13 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：エスカペイド（Ｊ・Ｔ.スパニョーラ）

14 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介 銅賞
課Ⅲ＆自由曲：組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より　Ⅳ、Ⅵ（Ｚ.コダーイ／Ｇ・Ｃ.バイナム）

15 立山町立雄山中学校 〔指揮：松住　一史〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：吹奏楽のための交響的ファンタジー「ハウルの動く城」（久石　譲／後藤　洋）

16 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕金賞代表
課Ⅰ＆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 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 金賞
月失之扶）

18 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：オーロラ・アウェイクス（Ｊ.マッキー）

19 富山市立大沢野中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：吹奏楽のための越中幻想（坂井　貴祐）

20 上市町立上市中学校 〔指揮：飛弾野洋一〕 銀賞

大学部門　１６：３２～ 
1 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」より　五十年祭、十月祭、主顕祭
（Ｏ.レスピーギ／建部　知弘）

2 富山高等専門学校 〔指揮：横田　数弘〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：アルメニアンダンス・パートⅠ（Ａ.リード）

職場・一般部門　１８：００～ 
1 ストライキング・オリジナリティ・バンド 〔指揮：種谷　　優〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：吹奏楽のための交響的ファンタジー「ハウルの動く城」（久石　譲／後藤　洋）
2 速星☆Friday's 〔指揮：萩谷　克己〕金賞代表

課Ⅰ＆自由曲：セイント・アンソニー・ヴァリエーション（Ｗ・Ｈ.ヒル）
3 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：笹木　隆善〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／後藤　洋）



4 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：鼓響…故郷　Ⅰ童歌　Ⅱ奏春　Ⅲ鼓響（天野　正道）

5 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：ローザのための楽章（M.キャンプハウス）

6 ら・こんせーる・のくちゅーる 〔指揮：大野慎太郎〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ・Ｒ.ギリングハム）

7 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕金賞代表
課Ⅴ＆自由曲：カプレーティとモンテッキ
　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～（天野　正道）

高等学校Ａ部門　１０：００～ 
1 富山県立砺波高等学校 〔指揮：林　　紀孝〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：アルルの女の物語　ビゼーの劇音楽による交響詩（Ｇ.ビゼー／伊藤　康英）
2 富山県立富山南高等学校 〔指揮：岡本　直樹〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：ペルセウス～大空を翔る英雄の戦い（八木澤　教司）
3 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 金賞

課Ⅰ＆自由曲：バッハの名による幻想曲とフーガ（Ｆ.リスト／田村　文生）
4 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：動物の謝肉祭より　ライオンの行進、おんどりとめんどり、水族館、
カンガルー、化石、フィナーレ（Ｃ.サン＝サーンス／後藤　洋）

5 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：風紋（保科　洋）

6 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ミュージカル「ミス・サイゴン」より（Ｃ・Ｍ.シェーンベルグ／宍倉　晃）

7 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：澤合慎一郎〕金賞代表
課Ⅰ＆自由曲：三つのジャポニスムより　鶴が舞う、雪の川、祭り（真島　俊夫）

8 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：交響的断章（Ｖ.ネリベル）

9 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞
課Ⅰ＆自由曲：バレエ音楽「女王への忠誠」より火の章、水の章、終曲（M. アーノルド／近藤　久敦）

10 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銀賞

11 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍛治　伸也〕金賞代表
課Ⅴ＆自由曲：トリトン・デュアリティ（長生　淳）

12 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕金賞代表
課Ⅴ＆自由曲：ディオニソスの祭り（Ｆ.シュミット／服部　浩行）

13 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：カントゥス・ソナーレ（鈴木　英史）

14 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ・Ｒ.ギリングハム）

15 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ドラゴンの年（Ｐ.スパーク）




