
第 52 回北陸吹奏楽コンクール
第59回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第11回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

今年度より東日本学校吹奏楽大会のフェスティバル
部門が廃止され、コンクール部門への一本化が図ら
れる。これにともない、北陸吹奏楽コンクールから
の代表は、コンクール部門に中学校4、高等学校3と
なる。
　 　
日時／ 2011年（平成23年）
 ８月5日（金）12:30 ～
 　　高等学校B部門、中学校B部門
 ８月6日（土）９:00 ～
 　　大学、中学校A部門
 ８月7日（日）９:00 ～
 　　小学校部門、高等学校A部門、職場・一般部門
場所／福井県立音楽堂「ハーモニーホールふくい」大ホール

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（大職一のみ）：「薔薇戦争」より戦場にて（高大職一のみ）
　　　　　　　　　　　　　　（第３回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品）（山口　哲人）

審査員

石津谷　治　法　（全日本吹奏楽連盟理事　指導者）
伊　藤　　　透　（尚美ミュージックカレッジ専門学校　管弦打楽器学科長）
並　木　博　美　（東京佼成ウインドオーケストラ　ホルン奏者）
前　田　昌　宏　（相愛大学教授　サクソフォン奏者）
山　本　真理子　（聖徳大学音楽学部教授　打楽器奏者）
吉　野　竜　城　（関西フィルハーモニー管弦楽団　チューバ奏者）
脇　岡　総　一　（高知大学教授　オーボエ奏者）

高等学校Ｂ部門　12：30 ～ 
1 小松大谷高等学校 〔指揮：加藤　　圭〕 銅賞

白墨の輪へのオマージュ　～グルシェの愛～（福島　弘和）
2 福井県立武生商業高等学校〔指揮：植田　　薫〕 金賞・支部代表

エスカペイド（Ｊ.Ｔ. スパニョーラ）
3 福井県立三国高等学校 〔指揮：小林　幸代〕 銀賞

「鳳凰」～仁愛鳥譜（鈴木　英史）
4 福井県立福井商業高等学校〔指揮：北島恵美子〕 銅賞

マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
5 石川県立松任高等学校 〔指揮：山岡　善一〕 金賞・支部代表

二つの交響的断章（Ｖ. ネリベル）
6 富山県立高岡高等学校 〔指揮：堀江　英一〕 銀賞

交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
7 石川県立小松商業高等学校〔指揮：藤田　国之〕 銅賞

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」（福島　弘和）
8 富山県立上市高等学校 〔指揮：京谷　智子〕 銅賞

「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）
9 富山県立南砺福光高等学校〔指揮：藤信　幸夫〕 金賞

ノアの方舟（樽屋　雅徳）
10 富山県立高岡工芸高等学校〔指揮：加藤　祐行〕 金賞・支部代表

二つの交響的断章（Ｖ. ネリベル）

中学校Ｂ部門　８月5日　14：30 ～ 
1 福井市立明道中学校 〔指揮：長谷川季美〕 金賞・支部代表

リヴァーダンス（B. ウィーラン/C. ストローメン）
2 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）
3 小松市立板津中学校 〔指揮：山本　幸世〕 銅賞

秘密の庭でダンスを（R. W. スミス）

4 中能登町立鹿西中学校 〔指揮：中村はじめ〕 銅賞
呪文と踊り（J. B. チャンス）

5 永平寺町立上志比中学校 〔指揮：南部　匡恵〕 銀賞
忠臣蔵異聞（天野　正道）

6 越前市立南越中学校 〔指揮：片山　幹子〕 金賞・支部代表
交響曲第１番「指輪物語」より（J. デ＝メイ）

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

8 氷見市立西條中学校 金賞
「リンカンシャーの花束より」Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ（P. グレインジャー）

9 小松市立南部中学校 〔指揮：多田　淳子〕 金賞
「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹き（八木澤　教司）

10 かほく市立河北台中学校 〔指揮：竹内　　寛〕 金賞・支部代表
東北地方の民謡によるコラージュ 2011（櫛田　 月失之扶）

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

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

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

14 敦賀市立角鹿中学校 〔指揮：梅田　宗典〕 金賞
交響組曲「風の谷のナウシカ」3章（久石　譲／森田　一浩）

15 加賀市立山中中学校 〔指揮：林　　圭子〕 銀賞
ソアリング！（D. シェイファー）

16 あわら市立芦原中学校 〔指揮：上村富美恵〕 金賞・支部代表
ゴッドスピード！（Ｓ. メリロ）

17 白山市立北星中学校 〔指揮：石林　剣児〕 金賞
元　禄（櫛田　月失之扶）

大学部門　８月6日　９：00 ～ 
1 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 銀賞

課題曲Ⅰ　交響詩「ローマの祭」より　五十年祭、十月祭、主顕祭（Ｏ. レスピーギ/建部　知弘）
2 福井大学吹奏楽部 〔指揮：前田　雄士〕 銅賞

課題曲Ⅳ　三つのジャポニスム（真島　俊夫）
3 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：澤江　武史〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅰラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶（福島　弘和）

中学校Ａ部門　10：00 ～ 
1 鯖江市立中央中学校 〔指揮：栗田　健一〕 銀賞

課題曲Ⅰ：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 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 銅賞

課題曲Ⅰ：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ.Ｒ. ギリングハム）
3 坂井市立丸岡南中学校 〔指揮：渡邉　朋重〕 銅賞

課題曲Ⅰ：吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による（大栗　　裕）
4 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 銀賞

課題曲Ⅳ：オーロラ・アウェイクス（Ｊ. マッキー）
5 小松市立丸内中学校 〔指揮：広瀬　真樹〕 銀賞

課題曲Ⅳ：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・渡邉　秀之）
6 津幡町立津幡南中学校 〔指揮：奥泉　清人〕 金賞

課題曲Ⅳ：元　禄（櫛田　月失之扶）
7 内灘町立内灘中学校 〔指揮：吉田　淳一〕 金賞

課題曲Ⅰ：楽劇「サロメ」より　7つのヴェールの踊り（Ｒ. シュトラウス／森田　一浩）
8 能美市立辰口中学校 〔指揮：村尾　彰拓〕 銀賞

課題曲Ⅰ：バレエ音楽「青銅の騎士」より（Ｒ. グリエール／林　紀人）
9 津幡町立津幡中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 銀賞

課題曲Ⅳ：歌劇「ナブッコ」序曲（Ｇ. ヴェルディ／Ｆ. チェザリーニ）
10 坂井市立三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕 銀賞

課題曲Ⅰ：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌師）
11 鯖江市立東陽中学校 〔指揮：廣比　知徳〕 金賞

課題曲Ⅳ：喜びの島（Ｃ. ドビュッシー／小野寺　真）
12 富山市立呉羽中学校 〔指揮：土肥　真人〕 銅賞

課題曲Ⅰ：エスカペイド（Ｊ.Ｔ. スパニョーラ）
13 能美市立根上中学校 〔指揮：上高　裕希〕 金賞

課題曲Ⅳ：交響詩「モンタニャールの詩」（Ｊ. ヴァン・デル・ロースト）
14 金沢市立額中学校 〔指揮：田中　一宏〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅱ：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ. プッチーニ／後藤　洋）
15 鯖江市立鯖江中学校 〔指揮：田鳥　麻澄〕 金賞

課題曲Ⅳ：交響詩「ローマの祭」より（Ｏ. レスピーギ／佐藤　正人）



16 南砺市立福野中学校　 〔指揮：今井　幸代〕 金賞
課題曲Ⅰ：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ. プッチーニ/渡辺　秀之）

17 白山市立松任中学校 〔指揮：北山　義隆〕 銀賞
課題曲Ⅰ：「シルバー・スピリッツ」～プレリュードとマーチ～（鈴木　英史）

18 射水市立大門中学校 〔指揮：加納　佑成〕 銅賞
課題曲Ⅳ：バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（Ｏ. レスピーギ／小長谷宗一）

19 あわら市立金津中学校 〔指揮：西村　竹広〕 銅賞
課題曲Ⅰ：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）

20 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞・支部代表
課題曲Ⅱ：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　昌師）

小学校部門　８月7日　９：15 ～ 
1 高岡市立野村小学校 〔指揮：林　奈穂子〕 金賞

2 〔指揮：薮腰　　唯〕 銀賞
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）

3 羽咋市立羽咋小学校 〔指揮：中谷　規雄〕 銀賞
ア・ソング・オブ・ホープ（後藤　洋）

4 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞グランプリ
スペイン組曲（Ｅ. レクオーナ／高木　登古）

高等学校Ａ部門　10：05 ～ 
1 福井県立金津高等学校 〔指揮：浅井　裕規〕 金賞

課題曲Ⅰ：交響詩「ローマの祭り」より　チルチェンセス，主顕祭（O. レスピーギ／磯崎　敦博）
2 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅴ：トリトン・デュアリティ（長生　淳）
3 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 銀賞

課題曲Ⅴ：ディオニソスの祭（Ｆ. シュミット／服部　浩行）
4 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 金賞

5 石川県立野々市明倫高等学校〔指揮：鏡　　幸彦〕 銅賞
課題曲Ⅱ：アパラチアの春（Ａ. コープランド／森田　一浩）

6 金沢市立工業高等学校 〔指揮：幸正　勤也〕 金賞
課題曲Ⅴ：ディオニソスの祭（Ｆ. シュミット／服部　浩行）

7 福井県立武生東高等学校 〔指揮：尾鳥　達彦〕 銀賞
課題曲Ⅴ：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）

8 福井県立武生高等学校 〔指揮：佐野　明彦〕 銀賞
課題曲Ⅳ：交響詩「ローマの祭り」より　チルチェンセス，主顕祭（O. レスピーギ／仲田　守）

9 石川県立小松明峰高等学校〔指揮：斉藤　忠直〕 金賞・支部代表
課題曲Ⅳ：交響詩「ローマの祭り」より　チルチェンセス，主顕祭（O. レスピーギ／森田　一浩）

10 富山県立高岡南高等学校 〔指揮：澤合慎一郎〕 銀賞
課題曲Ⅰ：三つのジャポニスムより（真島　俊夫）

11 石川県立金沢桜丘高等学校〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞
課題曲Ⅳ：バッハの名による幻想曲とフーガ（Ｆ. リスト／田村　文生）

12 富山県立南砺福野高等学校〔指揮：前川　峰裕〕 銀賞
課題曲Ⅱ：カントゥス・ソナーレ（鈴木　英史）

13 小松市立高等学校 〔指揮：木村　有孝〕 銀賞
課題曲Ⅴ：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　　昌師）

14 福井工業大学附属福井高等学校〔指揮：上野　元久〕 銅賞
課題曲Ⅰ：ブルーホライズン（Ｆ. チェザリーニ）

15 富山県立入善高等学校 〔指揮：小西　　衛〕 銅賞
課題曲Ⅱ：交響的断章（Ｖ. ネリベル）

職場・一般部門　16：05 ～ 
1 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 銀賞

課題曲Ⅰ：鼓響…故郷　Ⅰ.童歌　Ⅱ.奏春　Ⅲ.鼓響（天野　正道）
2 百萬石ウインドオーケストラ 〔指揮：仲田　　守〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅳ：吹奏楽のための「ゴシック」（木下　牧子）
3 速星☆Friday's 〔指揮：萩谷　克己〕 銀賞

課題曲Ⅰ：セイント・アンソニー・ヴァリエーション（Ｗ.Ｈ. ヒル）
4 ソノーレ・ウィンドアンサンブル〔指揮：栗田　健一〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅲ：バレエ音楽「中国の不思議な役人」より（Ｂ. バルトーク／佐藤　正人）
5 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞

課題曲Ⅴ：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）
6 ウィンドアンサンブル・ソレイユ 〔指揮：奥山　泰三〕 銀賞

課題曲Ⅲ：リべレーション（我を解き放ち給え）（Ｄ. マスランカ）
7 小松市民吹奏楽団 〔指揮：広瀬　真樹〕 金賞

課題曲Ⅳ：いにしえの時から（Ｊ. ヴァン・デル・ロースト）




