
第 43 回富山県吹奏楽コンクール
第63回「 全日本吹奏楽コンクール 」富山県予選
第56回「 北 陸 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル 」富山県予選
第15回「 東 日 本 学 校 吹 奏 楽 大 会 」富山県予選

　 　
日時／ 2015年（平成27年）	７月25日（土）　 ９：００～
	 	 	 　　26日（日）　 ９：００～
	 	 	 　　27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・魚津市教育委員会

ff 課題曲 ff

Ⅰ（全部門共通）：天空の旅－吹奏楽のための譚詩－（第25回朝日作曲賞）（石原勇太郎）
Ⅱ（全部門共通）：マーチ「春の道を歩こう」（佐藤　邦宏）
Ⅲ（全部門共通）：秘儀Ⅲ－旋回舞踊のためのヘテロフォニ－（西村　　朗）
Ⅳ（全部門共通）：マーチ「プロヴァンスの風」（田坂　直樹）
Ⅴ（高大職一のみ）：暁闇の宴（朴　　守賢）
　　　　　　　　　（第７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

糸井裕美子（東京都交響楽団　クラリネット奏者）
郷間　幹男（作・編曲家、バンドディレクター）
篠原　　真（作曲家、洗足学園音楽大学教授）
下島　昌史（元東京フィルハーモニー交響楽団　トロンボーン奏者、東京音楽芸術学園講師）
友田　雅美（横浜シンフォニエッタ、金管五重奏団バズ・ファイブ　ホルン奏者）
森　　　茂（洗足学園音楽大学教授、ティンパニー奏者）
渡部　哲哉（航空自衛隊中部航空音楽隊コンサートマスター　サクソフォン奏者、作・編曲家）

高等学校Ｂ部門　7月25日　９：00～	
1 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞

組曲「早わかり」より（P.グレインジャー／ C.サイモン、R.M.ロジャース）
2 富山県立砺波工業高等学校 〔指揮：向　　剛司〕 銀賞

序奏とファンタジア（R.ミッチェル）
3 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 銀賞

梁塵秘抄 ～熊野古道の幻想～（福島　弘和）
4 富山県立泊高等学校 〔指揮：多田　絵梨〕 銀賞

KA-GU-RA for Band（福田　洋介）
5 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕 金賞

二つの交響的断章（V.ネリベル）
6 富山県立中央農業高等学校 〔指揮：上田　恭子〕 銀賞

剣舞／ KEN-BAI（福田　洋介）
7 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銀賞

スターライト・ウインク（髙橋　伸哉）
8 富山国際大学付属高等学校 〔指揮：穴倉　尚哉〕 銀賞

吹奏楽のための「虹色の海」（鈴木　英史）
9 富山県立上市高等学校 〔指揮：藤樫　幸博〕 銀賞

神々の運命（S.ライニキー）
10 富山県立雄山高等学校 〔指揮：勝本　宏昭〕 金賞

バンヤ・ルカ（J.デ・ハーン）
11 富山県立南砺福光高等学校 〔指揮：藤信　幸夫〕 銀賞

トッカータとフーガ　ニ短調　BWV565（J.S.バッハ／高橋　　徹）
12 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕金賞・県代表

セント・アンソニー・ヴァリエーションズ（W.ヒル／佐藤　博昭）
13 富山第一高等学校 〔指揮：谷上　大輔〕 金賞

吹奏楽のための木挽歌（小山　清茂）
14 富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 金賞

大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン（鈴木　英史）
15 富山県立富山北部高等学校 〔指揮：石﨑　達朗〕 金賞

プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

16 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕金賞・県代表
リヴァーダンス（B.ウィーラン／建部　知弘）

17 富山県立魚津工業高等学校 〔指揮：橋本　行史〕 銀賞
眩い星座になるために…（八木澤　教司）

18 富山県立富山いずみ高等学校 〔指揮：安藤　種明〕 金賞
梁塵秘抄 ～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

19 富山県立桜井高等学校 〔指揮：髙原　甚裕〕 銀賞
歌劇「道化師」より（R.レオンカヴァッロ／福島　弘和）

20 龍谷富山高等学校 〔指揮：山口　慎一〕 銀賞
北の鳥たち（広瀬　勇人）

21 片山学園中学校・高等学校 〔指揮：石川紘一郎〕金賞・県代表
組曲「虫」より　Ⅰ.序曲、Ⅳ.クロゴケ蜘蛛、Ⅴ.トラフアゲハ、Ⅵ.軍隊アリ（R.シシー）

22 富山県立高岡高等学校 〔指揮：清水　　毅〕金賞・県代表
歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　　洋）

23 富山県立八尾高等学校 〔指揮：森田　里香〕 金賞
喜びの島（C.ドビュッシー／真島　俊夫）

24 富山県立滑川高等学校 〔指揮：旦尾　悠子〕 銀賞
リバーダンス（B.ウィーラン／ G.バイテンハイス）

25 富山県立伏木高等学校 〔指揮：増岡　友策〕 銀賞
海峡をわたる風（福島　弘和）

高等学校Ａ部門　１４：5０～	
1 富山県立南砺福野高等学校 〔指揮：中藪　　睦〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）
2 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：翠風の光（長生　　淳）
3 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：復興（保科　　洋）
4 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 金賞

課Ⅱ＆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）
5 富山県立富山中部高等学校 〔指揮：次田　　裕〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：眩い星座になるために…（八木澤　教司）
6 富山県立砺波高等学校 〔指揮：林　　紀孝〕 銀賞

課Ⅳ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より Introduction、Var1、2、3、7、
14、15、Finale（Z.コダーイ／森田　一浩）

7 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：酒井　拓哉〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：輪廻の八魂 ～仁・義・礼・智・忠・信・考・悌～（樽屋　雅徳）

8 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より夜明け、全員の踊り
（M.ラヴェル／真島　俊夫）

9 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：交響曲　第3番（J.バーンズ）

10 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銀賞
課Ⅳ＆自由曲：トリトン・エムファシス（長生　　淳）

11 富山県立入善高等学校 〔指揮：大野　晃司〕 銀賞
課Ⅳ＆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）

12 富山県立富山東高等学校 〔指揮：高野　昭夫〕 銀賞
課Ⅳ＆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）

13 富山県立大門高等学校 〔指揮：野替　拓也〕金賞・県代表
課Ⅲ＆自由曲：復興（保科　　洋）

14 富山県立富山高等学校 〔指揮：石田　浩之〕金賞・県代表
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）

小学校部門　７月26日　９：００～	
1 射水市立新湊小学校 〔指揮：小川真紀子〕 金賞

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.シューンベルク／宍倉　　晃）

2 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞
アルルの女の物語　ビゼーの劇音楽による交響詩（伊藤　康英）

3 砺波市立出町小学校 〔指揮：嶋　　倫子〕 金賞
ウィンドウズ・オブ・ザ・ワールドより　ドラムス・オブ・サンダー、レインフォレスト、アースウォー
ク（P.グレーアム）

4 滑川市立寺家小学校 〔指揮：中島　　勲〕 銀賞
日本の旋律による三つの情景（櫛田　月失之扶）

5 高岡市立野村小学校 〔指揮：片境　容子〕金賞・県代表
名誉が勝るとき（J.スウェアリンジェン）



6 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕
たなばた（酒井　　格 ） 金賞・県代表

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：テレプシコーレ（B.マーゴリス）

中学校Ａ部門　１０：35～	
1 砺波市立庄西中学校 〔指揮：畑　　史香〕 銅賞

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）
2 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銅賞

課Ⅳ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.B.チャンス）
3 富山市立芝園中学校 〔指揮：渡辺　優子〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
4 富山市立堀川中学校 〔指揮：岡崎恵里子〕 金賞

課Ⅱ＆自由曲：プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
5 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞・県代表

課Ⅲ＆自由曲：時の跳ね馬 ～吹奏楽のための～（中橋　愛生）
6 上市町立上市中学校 〔指揮：南雲　鉄雄〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」（八木澤　教司）
7 富山市立山室中学校 〔指揮：室田　桂俊〕 銀賞

課Ⅱ＆自由曲：翡翠（J.マッキー）
8 富山市立速星中学校 〔指揮：井沢　広行〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：「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）

9 南砺市立福野中学校 〔指揮：古澤　千春〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：「舞踏組曲」より　Ⅱ、 Ⅴ、 終曲（B.バルトーク／鈴木　英史）

10 射水市立大門中学校 〔指揮：友葭　大貴〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：交響曲第２番「キリストの受難」（F.フェルラン）

11 立山町立雄山中学校 〔指揮：遠藤　利恵〕 銅賞
課Ⅱ＆自由曲：アポロ：神話と伝説（R.ロメイン）

12 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン（鈴木　英史）

13 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞
課Ⅱ＆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）

14 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：大阪俗謡による幻想曲（大栗　　裕）

15 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞・県代表
課Ⅳ＆自由曲：交響詩「海」より　第３楽章　風と海との対話（C.ドビュッシー／佐藤　正人）

16 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.ギリングハム）

17 砺波市立出町中学校 〔指揮：松坂　成規〕 金賞
課Ⅱ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿（M.アーノルド／瀬尾　宗利）

職場・一般部門　１７：０５～	
1 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 金賞

課Ⅳ＆自由曲：カントゥス・ソナーレ（鈴木　英史）

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：ショーボート（J.カーン／ C.M.メレーマ）
3 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕金賞・県代表

課Ⅲ＆自由曲：翡翠（J.マッキー）
4 ら・こんせーる・のくちゅーる 〔指揮：舟津　昭博〕 銀賞

課Ⅰ＆自由曲：大空への挑戦（D.ホルジンガー）
5 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛弾野洋一〕金賞・県代表

課Ⅱ＆自由曲：忘れられた帝国（改訂版）（坂井　貴祐）
6 速星☆Friday's 〔指揮：萩谷　克己〕 金賞

課Ⅲ＆自由曲：「オセロ」より　Ⅰ.プレリュード、Ⅲ.オセロとデズデモナ、Ⅳ.廷臣たちの入場
（A.リード）

7 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕金賞・県代表
課Ⅱ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

中学校Ｂ部門　7月27日　９：0０～	
1 富山市立上滝中学校 〔指揮：小林　岳史〕 銅賞

「カウボーイ」序曲（J.ウィリアムズ／ J.カーナウ）

2 砺波市立庄川中学校 〔指揮：長柄　有美〕 銀賞
オルランド・ディ・ラッソの主題による変奏曲（保科　　洋）

3 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

4 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：五十田　尚〕 金賞
大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン（鈴木　英史）

5 南砺市立城端中学校 〔指揮：中橋　洋哉〕 銀賞
吹奏楽のための俗祭（和田　　薫）

6 富山市立藤ノ木中学校 〔指揮：青江美記子〕 銅賞
センチュリア（J.スウェアリンジェン）

7 富山市立三成中学校 〔指揮：蜷川　昭子〕 銅賞
運命の力（L.ニーク）

8 射水市立新湊中学校 〔指揮：川端　由美〕金賞・県代表
「シバの女王ベルキス」より　Ⅰ、Ⅳ（O.レスピーギ／小長谷　宗一）

9 高岡市立高陵中学校 〔指揮：木越　俊一〕 金賞
フニクリ・フニクラ狂詩曲（L.デンツァ／後藤　洋）

10 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：土生居　裕〕 銀賞
森にいだかれて（福島　弘和）

11 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕金賞・県代表
ブルーシェイズ（F.ティケリ）

12 富山市立東部中学校 〔指揮：内山　良子〕 金賞
「古いアメリカ舞曲による組曲」より ウェスタン・ワン・ステップ、壁の花のワルツ、ケイク・ウォー
ク（R.R.ベネット／ J.カーナウ）

13 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞
「斑鳩の空」より 夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空（櫛田　月失之扶）

14 氷見市立北部中学校 〔指揮：寺西　良太〕 銀賞
星の王子さま（樽屋　雅徳）

15 黒部市立宇奈月中学校 〔指揮：木村　朋子〕 銅賞
ノーザン・パレット（高橋　伸哉）

16 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕金賞・県代表
鳥之石楠船神 ～吹奏楽と打楽器群のための神話（片岡　寛晶）

17 富山市立城山中学校 〔指揮：荒木　　学〕 金賞
夢への冒険（福島　弘和）

18 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
組曲「動物の謝肉祭」より 序奏とライオンの行進、水族館、化石、終曲
（C.サンサーンス／小野寺　真）

19 魚津市立西部中学校 〔指揮：濵藤　浩人〕 銀賞
交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）

20 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕 金賞
千載万葉の雪（長生　　淳）

21 朝日町立朝日中学校 〔指揮：飯田　澄代〕 銀賞
謡と舞 ～冬から春への情景～（福島　弘和）

22 富山市立北部中学校 〔指揮：松永恵梨子〕 銀賞
フィールズ・オーバーチュア（高橋　宏樹）

23 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 銀賞
トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

24 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）

25 南砺市立井波中学校 〔指揮：千葉　多恵〕 銀賞
時の流れ（J.スウェアリンジェン）

26 入善町立入善西中学校 〔指揮：幾島留美子〕金賞・県代表
鳥之石楠船神 ～吹奏楽と打楽器群のための神話（片岡　寛晶）

27 富山市立西部中学校 〔指揮：大庭　郁穂〕 銀賞
マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋　雅徳）

28 魚津市立東部中学校 〔指揮：泉　　綾乃〕 金賞
交響詩曲「西遊記」（福島　弘和）

29 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銀賞
吹奏楽のための「虹色の海」（鈴木　英史）

30 砺波市立般若中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銅賞
マイ・ホームタウン（広瀬　勇人）

31 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞
イル・デ・パン ～瑠璃の海～（阿部　勇一）

32 富山市立水橋中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞
レ・ミゼラブル（C.M.シェーンベルク／ J.ヴィンソン）

33 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：仁木加奈子〕金賞・県代表
元禄（櫛田　月失之扶）



34 南砺市立吉江中学校 〔指揮：大坪　　建〕 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）

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

36 富山市立大沢野中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
「１４のバガテル」より　２、４、５、１０（B.バルトーク／山本　教生）

37 黒部市立桜井中学校 〔指揮：加藤　　恵〕 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）

38 富山市立南部中学校 〔指揮：榎本友香里〕 銀賞
センチュリア（J.スウェアリンジェン）

39 富山市立新庄中学校 〔指揮：藤井信一朗〕 金賞
稲穂の波（福島　弘和／藤井　信一朗）

40 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 金賞
フェニックス ～時を超える不死鳥の舞い～（八木澤　教司）

41 富山市立八尾中学校 〔指揮：柳谷　　都〕 銀賞
「ガリバー旅行記」より　Ⅰ.小人の国、Ⅱ.巨人の国、Ⅲ.浮き島、Ⅳ.馬の国（B.アッペルモント）

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

43 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕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Ⅱ／鈴木　英史）

44 小矢部市立石動中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 金賞
火の伝説（櫛田　月失之扶 ）

45 南砺市立福光中学校 〔指揮：前田　真美〕 金賞
マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

46 黒部市立鷹施中学校 〔指揮：竹内みず穂〕 銀賞
虹の翼（広瀨　勇人）

47 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 金賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション《小編成版》（F.レハール／鈴木　英史）


