
第 42 回富山県吹奏楽コンクール
第62回「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第55回「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第14回「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　 　
日時／ 2014年（平成26年）	７月26日（土）　 ９：００～
	 	 	 　　27日（日）　 ９：００～
	 	 	 　　28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

ff 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：最果ての城のゼビア（第24回朝日作曲賞）（中西　英介）
Ⅱ（全部門共通）：行進曲「勇気のトビラ」（高橋　宏樹）
Ⅲ（全部門共通）：「斎太郎節」の主題による幻想（合田佳代子）
Ⅳ（全部門共通）：コンサートマーチ「青葉の街で」（小林　武夫）
Ⅴ（高大職一のみ）：きみは林檎の樹を植える（谷地村博人）
　　　　　　　　　（第６回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位）

（課題曲Ⅴは高等学校Ａ、大学、職場・一般部門のみ選択可能）
ff 審査員 ff

青島　可奈（聖徳大学音楽学部非常勤講師　ユーフォニアム奏者）
有馬　理絵（東京佼成ウインドオーケストラ　クラリネット奏者）
岩本　伸一（洗足学園音楽大学教授　サクソフォーン奏者）
高垣　　智（トランペット奏者）
高田　　亮（YAMAHAマリンバ専属アーティスト　打楽器奏者）
平松　久司（全日本吹奏楽連盟前理事長）
福田　　滋（陸上自衛隊中央音楽隊　演奏幹部）

高等学校Ｂ部門　7月26日　９：00～	
1 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）
2 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞

ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）
3 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 金賞

バレエ音楽「恋は魔術師」より（M.de.ファリャ／黒川　圭一）
4 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：中本　　努〕 銀賞

火の伝説（櫛田　月失之扶）
5 富山県立上市高等学校 〔指揮：高瀬　理恵〕 銅賞

レガシー（J.スウェアリンジェン）
6 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕金賞・県代表

ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
7 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 金賞

フィールズオーバーチュア（高橋　宏樹）
8 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銅賞

映画「陽のあたる教室」より　アメリカン・シンフォニー（M.ケイメン／ J.モス）
9 片山学園中学校・高等学校 〔指揮：石川紘一郎〕 銀賞

エンジェルズ　イン　ジ　アーキテクチャー（F.ティケリ）
10 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）
11 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 金賞

組曲「動物の謝肉祭」より　１．序曲と堂々たるライオンの行進、４．亀、12．化石、14．終曲
（C.サン=サーンス／竹本　裕一）

12 富山県立桜井高等学校 〔指揮：高原　甚裕〕 銀賞
ライオン・キング・メドレー（E.ジョン／ H.ジマー＆L.モラケ／森田　一浩）

13 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 銀賞
「ひまわり、１５本」　～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて（八木澤　教司）

14 富山県立滑川高等学校 〔指揮：旦尾　悠子〕 銀賞
マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）

15 富山県立雄山高等学校 〔指揮：勝本　宏昭〕 銀賞
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）

16 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 銀賞
星の天使　クレーの天使達に寄せて（福島　弘和）

17 富山県立八尾高等学校 〔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）

18 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕金賞・県代表
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）

19 高岡第一高等学校 〔指揮：渡辺　慎也〕 銅賞
朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）

20 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 金賞
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

21 龍谷富山高等学校 〔指揮：山口　慎一〕 銀賞
ペドロの奇跡の夜（樽屋　雅徳）

22 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕金賞・県代表
「カルミナ・ブラーナ」より（C.オルフ／ J.クランス）

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

24 富山県立高岡高等学校 〔指揮：清水　　毅〕金賞・県代表
吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による（大栗　裕）

高等学校Ａ部門　７月26日　１４：３０～	
1 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：交響詩「ドン・ファン」（R.シュトラウス／大橋　晃一）
2 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
3 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：澤合慎一郎〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：ルイブルジョワの賛美歌による変奏曲（C.T.スミス）
4 富山県立富山東高等学校 〔指揮：高野　昭夫〕 銀賞

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）
5 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞

課Ⅴ＆自由曲：「交響曲」より　Ⅱ、Ⅳ（矢代　秋雄／甘粕　宏和）
6 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：乱世の神威　幸村（樽屋　雅徳）
7 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍜治　伸也〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：奔馬を秘めて（長生　淳）
8 富山県立砺波高等学校 〔指揮：林　　紀孝〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：風紋(原典版)（保科　洋）
9 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：科戸の鵲巣　－吹奏楽のための祝典序曲－（中橋　愛生）
10 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕金賞・県代表

課Ⅲ＆自由曲：「第六の幸福をもたらす宿」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（M.アーノルド／瀬尾　宗利）
11 富山県立富山いずみ高等学校 〔指揮：安藤　種明〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：バレエ組曲「ガイーヌ」より　子守歌、レスギンカ
（A.I.ハチャトリアン／稲垣　卓三）

12 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 金賞
課Ⅲ＆自由曲：歌劇「イーゴリ公」より　ポロヴェツ人の踊りと合唱
（A.ボロディン／石津谷　治法）

13 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：歌劇「ローエングリン」　第２幕～エルザの大聖堂への行列
（R.ワーグナー／鈴木　英史）

14 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：前川　峰裕〕 金賞
課Ⅰ＆自由曲：アルメニアン・ダンス・パートⅠ（A.リード）

15 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：ミュージカル「レ・ミゼラブル」より（C.M.シェーンベルク／森田　一浩）

小学校部門　７月27日　９：００～	
1 砺波市立出町小学校 〔指揮：嶋　　倫子〕 金賞

伝説のアイルランド（R.W.スミス／戸田　顕）
2 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕金賞・県代表

「ハイランド賛歌」組曲より　Ⅰ．アードロス城、Ⅲ．ダンドネル（P.スパーク）
3 高岡市立野村小学校 〔指揮：東海　幸恵〕 金賞

海の男たちの歌（R.W.スミス）

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・県代表

ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）
5 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞

ブルーリッジの伝説（J.スウェアリンジェン）



6 上市町立南加積小学校 〔指揮：柴田　龍一〕 銀賞
「惑星」より　木星（G.ホルスト／山下　国俊）

7 射水市立新湊小学校 〔指揮：小川真紀子〕 金賞
イベリアン　エスカペイド（R.シェルドン）

大学部門　１０：１０～	
1 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～（清水　大輔）

中学校Ａ部門　7月27日　１０：４０～	
1 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（P.マスカーニ／宍倉　晃）
2 富山市立堀川中学校 〔指揮：保科　浩一〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：祝典序曲　作品96（D.ショスタコービッチ／上埜　孝）
3 立山町立雄山中学校 〔指揮：藤縄　祐佳〕 銅賞

課Ⅳ＆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）
4 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック／八木澤　教司）
5 砺波市立出町中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞

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2世／鈴木　英史）
6 魚津市立東部中学校 〔指揮：泉　　綾乃〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：リヴァーダンス（B.ウィーラン／ C.ストロメン）
7 射水市立新湊中学校 〔指揮：川端　由美〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：交響的舞曲　第１番（S.ラフマニノフ／ J.アンドリュー）
8 上市町立上市中学校 〔指揮：南雲　鉄雄〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：ハイランド讃歌（P.スパーク）
9 富山市立速星中学校 〔指揮：井沢　広行〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：交響管弦楽のための音楽（芥川也寸志／建部　知弘）
10 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：「三つのジャポニスム」より（真島　俊夫）
11 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）
12 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞

課Ⅲ＆自由曲：「ひまわり、15本」　～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて（八木澤　教司）
13 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
14 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銅賞

課Ⅰ＆自由曲：バレエ組曲「ロデオ」より　カウボーイの休日（A.コープランド／ E.キーリー）
15 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：無辜の祈り（樽屋　雅徳）
16 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：青い水平線（F.チェザリーニ）
17 富山市立山室中学校 〔指揮：窪田有加里〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

職場・一般部門　１７：１０～	
1 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕金賞・県代表

課Ⅳ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）
2 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕金賞・県代表

課Ⅴ＆自由曲：交響曲第１番「神曲」より　Ⅲ.昇天（R.W.スミス）
3 速星☆Friday's 〔指揮：今江　尊範〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より　１．ソロモンの夢、２．
戦いの踊り、４．饗宴の踊り（O.レスピーギ／木村　吉宏）

4 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Ⅳ＆自由曲：ミュージカル　エリザベート（M.クンザ／ S.レーベイ／ J.de.メイ）
5 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：笹木　隆善〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：「月光波濤」より（坂井　貴祐）
6 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞・県代表

課Ⅱ＆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
（P.ウイリアムズ／ S.ネスティコ）

7 ら・こんせーる・
のくちゅーる 〔指揮：舟津　昭博〕 金賞

課Ⅱ＆自由曲：三日月の彼方（高橋　宏樹）

中学校Ｂ部門　7月28日　９：0０～	
1 富山市立西部中学校 〔指揮：大庭　郁穂〕 銀賞

喜びの音楽を奏でよう！（J.スウェアリンジェン）
2 朝日町立朝日中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 金賞

チュプカムイ（福島　弘和）
3 富山市立城山中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銀賞

天空の夢（江原　大介）
4 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銀賞

吹奏楽のための抒情的「祭り」（伊藤　康英）
5 富山市立北部中学校 〔指揮：松永恵梨子〕 銅賞

序曲「インペラトリクス」（A.リード）
6 黒部市立桜井中学校 〔指揮：加藤　　恵〕 銅賞

八木節（福島　弘和）
7 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 金賞

「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）
8 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞

「スペイン奇想曲」より　Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ（N.リムスキー =コルサコフ／福田　昌範）
9 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 銀賞

「ケルトラプソディー」より　Ⅰ マーチ、Ⅱ エア、Ⅲ クローリー・リール
（ケルト民謡／（建部　知宏）

10 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
花の香　桜～桂花～薔薇（天野　正道）

11 滑川市立早月中学校 〔指揮：囲      俊浩〕 銀賞
喜びの音楽を奏でて（J.スウェアリンジェン）

12 富山市立三成中学校 〔指揮：蜷川　昭子〕 銅賞
エクスプロレーション（E.ハックビー）

13 富山市立水橋中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
喜歌劇「メリー・ウイドウ」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

14 小矢部市立石動中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
リバー　オブ　ジ　アンシェンツ（M.スウィーニー）

15 砺波市立庄川中学校 〔指揮：長柄　有美〕 銀賞
謡と舞　～冬から春への情景～（福島　弘和）

16 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銀賞
レパントの海戦（広瀬　勇人）

17 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕金賞・県代表
喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C.ツェラー／鈴木　英史）

18 富山市立東部中学校 〔指揮：内山　良子〕 銀賞
フィールズ・オーバーチュア（高橋　宏樹）

19 南砺市立井波中学校 〔指揮：田村　諭士〕 銅賞
「ルーマニア民族舞曲」より　Ⅰ.棒を持った踊り、Ⅱ.飾り帯をつけた踊り、Ⅳ.ブチュム人の踊り、
Ⅴ.ルーマニア風ポルカ、Ⅵ.速い踊り、Ⅶ.速い踊り（B.バルトーク／山本　教生）

20 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞
チェイサー（天野　正道）

21 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
組曲「道化師」より　プロローグ、ギャロップ、パントマイム、エピローグ
（D.カヴァレフスキー／鈴木　英史／藤田　玄播）

22 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞
喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

23 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 銀賞
ガルーダの翼（広瀬　勇人）

24 富山市立上滝中学校 〔指揮：小林　岳史〕 銀賞
エンカント（R.W.スミス）

25 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 金賞
喜歌劇「スペードの女王」序曲（F.スッペ／田川　伸一郎）

26 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕金賞・県代表
「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 妖精の園（M.ラヴェル／森田　一浩）

27 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
「プスタ　４つのロマの舞曲」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（J.ヴァン・デル・ロースト）

28 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 金賞
スプリングフィールド（広瀬　勇人）

29 富山市立南部中学校 〔指揮：尾山　智子〕 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）

30 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕金賞・県代表
リヴァーダンス（B.ウィーラン／ C.ストロメン）

31 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：竹内みず穂〕 銅賞
いつも風　巡り会う空（福島　弘和）



32 富山市立大沢野中学校 〔指揮：柳谷　　都〕 銅賞
センチュリア（J.スウェアリンジェン）

33 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銅賞
ウインド・アンサンブルのための　風のらぷそでぃ（櫛田　月失之扶）

34 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：浦島みつる〕金賞・県代表
吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による～（大栗　　裕）

35 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 金賞
ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク／後藤　　洋）

36 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 金賞
梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

37 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銀賞
「リンカーンシャーの花束」より　Ⅰ.リスボン、Ⅱ.ホークストウ農場、Ⅵ.行方不明のお嬢さんが
見つかった（P.A. グレインジャー／ F. フェネル）

38 砺波市立庄西中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銀賞
「ケルト民謡による組曲第２番　～オキャロランの花束～」より　Ⅰ.ロフタス・ジョーンズ、
Ⅳ.ジェイムズ・プランケット、Ⅴ.キャロランズ・コンチェルト（T.オキャロラン／建部　知弘）

39 富山市立八尾中学校 〔指揮：岡崎恵里子〕 銀賞
バレエ音楽「青銅の騎士」より（R.M.グリエール／森田　一浩）

40 富山市立新庄中学校 〔指揮：藤井信一朗〕 銀賞
よみがえる大地への前奏曲（鹿野　草平）

41 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕金賞・県代表
沢地萃（天野　正道）

42 高岡市立牧野中学校 〔指揮：大門　理恵〕 銀賞
アルヴァマー序曲（J.バーンズ）

43 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銅賞
「フェニックス」～時を超える不死鳥の舞（八木澤　教司）

44 富山市立月岡中学校 〔指揮：廣瀬　一彦〕 金賞
「セレナーデ」より　Ⅳ フィナーレ（A.L.ドボルザーク／廣瀬　一彦）

45 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 銀賞
ピレネーを越えて（広瀬　勇人）

46 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 金賞
ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）

47 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞・県代表
吹奏楽のための「大阪俗謡による幻想曲」（大栗　裕）


