
第 40 回富山県吹奏楽コンクール
第60回 「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第53回 「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第12回 「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　平成24年度、全国高等学校文化祭が富山県で開催されることから、
北陸吹奏楽コンクールが例年の日程より１週間早まったことを受け
て、富山県吹奏楽コンクールも１週間早めての開催となった。課業
期間中であることから、３連休を利用した３日間開催となった。
　 　
日時／ 2012年（平成24年） ７月14日（土）　 ９：００～
   　　15日（日）　 ９：００～
   　　16日（月）　 ９：００～
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・滑川市教育委員会

課題曲

Ⅰ（全部門共通）：さくらのうた（福田　洋介）
Ⅱ（全部門共通）：行進曲「よろこびへ歩きだせ」（土井　康司）
Ⅲ（全部門共通）：吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」（足立　　正）
Ⅳ（全部門共通）：行進曲「希望の空」（和田　　信）
Ⅴ（高大職一のみ）：香り立つ刹那（長生　　淳）

（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

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　サクソフォン奏者）
小川佳津子（尚美学園大学、洗足学園音楽大学講師　打楽器奏者）
齋藤　　匠（元東京フィルハーモニー交響楽団首席フルート奏者）
酒井　　敦（東京藝術大学非常勤講師　指揮者）
福田　洋介（作・編曲家）
三浦　　徹（国立音楽大学教授　ユーフォニアム奏者）

中学校Ｂ部門　7月１４日　９：００～ 
1 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銀賞

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）
2 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：水和　由香〕 銅賞

名誉が勝るとき（J.スウェアリンジェン）
3 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞代表

復興（保科　洋）
4 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞

第六の幸福をもたらす宿より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（M.アーノルド／ P.ウェブスター／瀬尾　宗利）
5 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銅賞

ウエスト・サイド・ストーリー（L.バーンスタイン／ J.ボコック）
6 射水市立奈古中学校 〔指揮：川端   由美〕 金賞

天地創造より「ノアの方舟」　「メインテーマ」（黛　敏郎／ K.ウィットコム）
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 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 銀賞

三つの前奏曲（G.ガーシュイン／廣瀬　一彦）
9 朝日町立朝日中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞

白墨の輪へのオマージュ～グルシェの愛～（福島　弘和）
10 南砺市立井波中学校 〔指揮：柳原　　薫〕 銀賞

伝説のアイルランド（R.W.スミス）
11 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕金賞代表

朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
12 富山市立水橋中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞

アルセナール（J.ヴァン・デル・ロースト）
13 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕金賞代表

舞踏組曲よりⅡ、Ⅴ（B.バルトーク／山﨑伸久）
14 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 金賞

カルミナ・ブラーナより　４、８、10、12、13（C.オルフ／ J.クランス）

15 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 金賞
写楽（高橋　伸哉）

16 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 銀賞
ケルト・ラプソディー（ケルト民謡／建部　知弘）

17 富山市立上滝中学校 〔指揮：片野　真一〕 銅賞
シンフォニア・ノビリッシマ（R.ジェーガー）

18 高岡市立五位中学校 〔指揮：山田　喜博〕 金賞
もののけ姫セレクション（久石　譲／森田　一浩）

19 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銀賞
月失之扶）

20 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞
月失之扶）

21 黒部市立桜井中学校 〔指揮：道用　裕志〕 銀賞
シンフォニア・ノビリッシマ（R.ジェイガー）

22 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲　　俊浩〕 銀賞
勇敢な飛行（J.スウェアリンジェン）

23 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

24 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銀賞
グロリオーソ（E.ハックビー）

25 富山市立三成中学校 〔指揮：蜷川　昭子〕 銅賞
オーバーテュラ（E.ハックビー）

26 富山市立八尾中学校 〔指揮：竹脇　直子〕 銀賞
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

27 高岡市立伏木中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
小組曲より　Ⅰ小舟にて　Ⅳバレエ（C.ドビュッシー／加養　浩幸）

28 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：稲積　　晋〕 銀賞
英雄は我が傍らに（J.スウェアリンジェン）

29 射水市立小杉南中学校 〔指揮：浦島みつる〕金賞代表
ミュージカル ｢ミス・サイゴン｣ より　序曲　我が心の夢　サイゴン陥落　今がこのとき
（C.M.シェーンベルグ／宍倉　晃）

30 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕金賞代表
「マ・メール・ロワ」より　Ⅲ．パゴダの女王レドロネット　Ⅴ．妖精の園（M.ラヴェル／鈴木　英史）

31 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 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）

32 富山市立東部中学校 〔指揮：内山　良子〕 銀賞
アトランティス（R.ロメイン）

33 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 金賞
交響的変容、サン＝サーンス「交響曲第３番」の主題による  より（P.スパーク）

34 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕金賞代表
リバーダンス（B.ウィーラン／G.バイテンハイス）

35 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
ポロヌプ（酒井　格）

36 砺波市立庄川中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銅賞
草薙の剣（広瀬　勇人）

37 高岡市立牧野中学校 〔指揮：大門　理恵〕 金賞
ケルト民謡による組曲より　Ⅰ．マーチ　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール（建部　知弘）

38 富山市立南部中学校 〔指揮：湯口瑠璃子〕 銀賞
デディカータ（D.シェーファー）

39 射水市立新湊西部中学校 〔指揮：柳川　　緑〕 金賞
三つのアメリカの風景（広瀬　勇人）

40 富山市立新庄中学校 〔指揮：藤井信一朗〕 銅賞
アヴェンテューラ（J.スウェアリンジェン）

41 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞
喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C.ツェラー／鈴木　英史）

42 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞

43 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞
ケルト民謡による組曲より　Ⅰ．マーチ　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール（建部　知弘）

44 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 金賞
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）

45 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：大浦　謙一〕 銀賞
鷲が舞うところ（S.ライニキー）

46 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銀賞



小学校部門　7月１５日　９：0０～ 
1 射水市立新湊小学校 〔指揮：小川真紀子〕 金賞

月失之扶）
2 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞

セレブレーション・アンド・ソング（R.シェルドン）
3 砺波市立出町小学校 〔指揮：嶋　　倫子〕 銀賞

センチュリア（J.スウェアリンジェン／戸田　顕）

4 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
リバーダンス（B.ウィーラン／ C.ストローメン）

5 高岡市立野村小学校 〔指揮：長谷真由美〕 金賞
モスクワのチェリョムーシカより　１．疾走　２．ワルツ　３．ポルカ　４．ダンス（ギャロップ）
（D.ショスタコーヴィチ／鈴木　英史）

6 滑川市立田中小学校 〔指揮：山岸　虎男〕 銀賞
パッヘルベルのカノン（J.パッヘルベル／小島　里美）

7 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕金賞代表
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）

中学校Ａ部門　１０：２０～ 
1 富山市立山室中学校 〔指揮：久保有加里〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：バレエ組曲「三角帽子」より　粉屋の踊り　終幕の踊り（M.ファリャ／保科　洋）
2 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲（福島　弘和）
3 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕金賞代表

課Ⅱ＆自由曲：バレエ組曲「青銅の騎士」より　元老院広場にて　エフゲニーとパラーシャ　
踊りの情景　偉大な都市への賛歌（R.グリエール／石津谷　治法）

4 富山市立堀川中学校 〔指揮：保科　浩一〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による（大栗　裕）

5 上市町立上市中学校 〔指揮：飛騨野洋一〕 銀賞

6 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：復興（保科　洋）

7 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕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）

8 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：組曲「動物の謝肉祭」より　序奏とライオンの行進　雌鳥と雄鳥　水族館　
カンガルー　化石　終曲（C.サン=サーンス／後藤　洋）

9 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：シバの女王ベルキス　より　Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ（O.レスピーギ／小長谷　宗一）

10 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞
月失之扶）

11 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕 銀賞
課Ⅲ＆自由曲：アルメニアンダンス・パートⅠ（A.リード）

12 立山町立雄山中学校 〔指揮：泉　　綾乃〕 銀賞
課Ⅰ＆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）

13 射水市立射北中学校 〔指揮：竹内　文恵〕 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）

14 富山市立大沢野中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銀賞
課Ⅱ＆自由曲：「公慶の悲願」　～東大寺大仏殿、再建への道（八木澤　教司）

15 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：「プリマヴェーラ」―美しき山の息吹き（八木澤　教司）

16 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：ケルト民謡による組曲より　Ⅰ．マーチ　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール（建部　知弘）

17 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 金賞
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）

18 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕金賞代表
課Ⅲ＆自由曲：ウィークエンド・イン・ニューヨーク（P.スパーク）

19 砺波市立庄西中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：「マ・メール・ロワ」より　Ⅰ.眠りの森の美女のパヴァーヌ、
Ⅲ.パゴダの女王レドロネット、Ⅴ.妖精の国（M.ラヴェル／森田　一浩）

大学部門　１５：５５～ 
1 国立富山高等専門学校 〔指揮：長谷川　博〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：パンチネロ（A.リード）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞代表

課Ⅳ＆自由曲：交響曲1997「天地人」（譚　盾／天野　正道）

職場・一般部門　１７：００～ 
1 ストライキング・オリジナリティ・バンド〔指揮：種谷　　優〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：ミュージカル「マイ・フェア・レディ」セレクション（F.ロウ／杉本　幸一）
2 速星☆Ｆｒｉｄａｙ’ｓ 〔指揮：萩谷　克己〕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／仲田　守）

3 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：シダス（T.ドス）

4 ら・こんせーる・のくちゅーる〔指揮：濱藤　浩人〕 銀賞

5 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：笹木　隆善〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：「サグラダファミリアの鐘」　～ガウディの継がれゆく意志（八木澤　教司）

6 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）

7 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：ピータールー序曲（M.アーノルド／近藤　久敦）

高等学校Ｂ部門　７月１６日　９：００～ 
1 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銀賞

ザ・タイムズより　1.現在  2.過去　3.未来（高橋　宏樹）
2 富山県立富山いずみ高等学校〔指揮：安藤　種明〕 銅賞

プレリュードとダンス（P.クレストン）
3 片山学園中学校・高等学校 〔指揮：石川紘一郎〕 金賞

ウイ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）
4 龍谷富山高等学校 〔指揮：山口　慎一〕 銅賞

「イーストコーストの風景」から　ニューヨーク（N.ヘス）
5 富山県立八尾高等学校 〔指揮：坂林　良樹〕 銀賞

6 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕金賞代表

7 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 金賞
ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス（D.R.ギリングハム）

8 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 銀賞

9 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕 銀賞

10 富山県立雄山高等学校 〔指揮：佐伯久美子〕 銀賞
デリヴァランス～コンサート組曲よりェ（E.クラウサズ）

11 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕金賞代表
ニつの交響的断章（V.ネリベル）

12 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：森田　里香〕 銀賞
Jalan-jalan　～神々の島の幻影～（小編成版）（高橋　伸哉）

13 富山県立上市高等学校 〔指揮：京谷　智子〕 銅賞
序曲　春の猟犬（A.リード）

14 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕金賞代表
リバーダンス（B.ウィーラン）

15 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銀賞
吹奏楽のための第2組曲より　１・２・４（G.ホルスト）

16 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銀賞
いつも風　巡り会う空（福島　弘和）

17 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：伊東　康孝〕 銀賞

18 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：中本　　努〕 銀賞
繭の夢　～竜の舞う空～（福島　弘和）

19 高岡第一高等学校 〔指揮：渡辺　慎也〕 銅賞
カルカソンヌの城（広瀬　勇人）

20 富山県立泊高等学校 〔指揮：石崎　達朗〕 銀賞
KA-GU-RA for Band（福田　洋介）

21 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕金賞代表
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

22 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 金賞
祈りⅩⅦ（立原　勇）

23 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銀賞
百年祭（福島　弘和）

24 富山県立石動高等学校 〔指揮：松　　清志〕 金賞
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）



高等学校Ａ部門　１４：１５～ 
1 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：真夏の夜の夢より（メンデルスゾーン／萩谷　克己）
2 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：吹奏楽のための「神話」　～天の岩屋戸の物語による（大栗　裕）
3 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銀賞

4 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕金賞代表
課Ⅴ＆自由曲：バレエ音楽「中国の不思議な役人」より（B.バルトーク／加養　浩幸）

5 富山県立砺波高等学校 〔指揮：林　　紀孝〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：復興（保科　洋）

6 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕金賞代表
課Ⅴ＆自由曲：夢の通い路（長生　淳）

7 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：歌劇「トウーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　洋）

8 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：三つのジャポニズムより　Ⅰ．鶴が舞う　Ⅱ．雪の川　Ⅲ．祭り（真島　俊夫）

9 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：澤合慎一郎〕 金賞
課Ⅳ＆自由曲：アルプスの詩（F.チェザリーニ）

10 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕金賞代表
課Ⅳ＆自由曲：「ばらの騎士」組曲（R.シュトラウス／酒井　格）

11 富山県立滑川高等学校 〔指揮：池本　悠子〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

12 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕金賞代表
課Ⅱ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　洋）

13 富山県立富山東高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 金賞
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）

14 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：バレエ音楽「三角帽子」より　終幕の踊り（M.D.ファリャ／ B.ウィギンズ）

15 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：楽劇《サロメ》Op.54より　七つのヴェールの踊り（R.シュトラウス／森田　一浩）

16 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：青銅の騎士より（R.Ｍ.グリエール／林　紀人）




