
第 53 回北陸吹奏楽コンクール
第60回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第12回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

平成23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。
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。
小松明峰高等学校、百萬石ウインドオーケストラは
全国大会３年連続出場のため、休場。
　 　
日時／ 2012年（平成24年）
 ８月３日（金）12:00 ～
 　　高等学校B部門、中学校B部門
 ８月４日（土）９:00 ～
 　　大学、中学校A部門
 ８月５日（日）９:00 ～
 　　小学校部門、高等学校A部門、職場・一般部門
場所／金沢歌劇座大ホール

課題曲

Ⅰ（全部門共通）：さくらのうた（第22回朝日作曲賞）（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（大職一のみ）：香り立つ刹那（長生　　淳）
　　　　　　　　　　　　　　（第４回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品）

審査員

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科長）
岡　崎　耕　二（東京都交響楽団　首席トランペット奏者）
北　野　圭威秩（東京佼成ウインド・オーケストラ　打楽器奏者）
髙　橋　伸　哉（作曲家）
前　田　昌　宏（相愛大学教授　サクソフォン奏者）
吉　延　勝　也（ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 クラリネット奏者）
渡　辺　　　功（東京交響楽団　チューバ奏者）

高等学校Ｂ部門　８月３日　12：10 ～ 
1 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銅賞

交響曲第１番「神曲」より　Ⅱ．煉獄篇　Ⅳ.天国篇（R.W.スミス）
2 石川県立金沢北陵高等学校〔指揮：別宗由美子〕 銀賞

セイント・アンソニー　ヴァリエーション（W.ヒル）
3 小松大谷高等学校 〔指揮：加藤　　圭〕 金賞・支部代表

梁塵秘抄　～熊野古道の幻想（福島　弘和）
4 石川県立輪島高等学校 〔指揮：大高　宗浩〕 銀賞

プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）
5 福井県立三国高等学校 〔指揮：小林　幸代〕 金賞・支部代表

ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
6 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕 銀賞

二つの交響的断章（V.ネリベル）
7 福井県立若狭高等学校 〔指揮：宇多　浩美〕 銅賞

シー・オブ・ウィズダム　～知恵を持つ海～（清水　大輔）
8 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 銅賞

交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
9 富山県立高岡工芸高等学校〔指揮：加藤　祐行〕 金賞・支部代表

リバーダンス（B.ウィーラン）

中学校Ｂ部門　14：25 ～ 
1 福井市明道中学校 〔指揮：長谷川季美〕 金賞・支部代表

「斑鳩の空」より（櫛田　月失之扶）

2 金沢市立泉中学校 〔指揮：沢田　　豊〕 銀賞
1730年の冬　～川の旅～ （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・支部代表
復興（保科　　洋）

4 永平寺町上志比中学校 〔指揮：南部　匡恵〕 金賞
「ガリレオの月」より　Ⅲ.　イオ　Ⅳ.　エウロパ（Ｒ．シシー）

5 かほく市立河北台中学校 〔指揮：高見　茂幸〕 銀賞
写楽（髙橋　伸哉）

6 大野市開成中学校 〔指揮：井川　宏明〕 銅賞
「斑鳩の空」より（櫛田　月失之扶）

7 白山市立北星中学校 〔指揮：石林　剣児〕 銅賞
二つの交響的断章（Ｖ.ネリベル）

8 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 銅賞
リバーダンス（Ｂ.ウィーン/Ｇ.バイテンハウス）

9 石川県立金沢錦丘中学校 〔指揮：竹内　智子〕 銅賞
吹奏楽のための第5組曲から　Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ（Ａ.リード）

10 かほく市立高松中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 銅賞
朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ.Ｂ.チャンス）

11 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銀賞
「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）

12 氷見市立西條中学校 金賞・支部代表
舞踏組曲より　Ⅱ、Ⅴ

13 福井市光陽中学校 〔指揮：龍勝　芳江〕 金賞・支部代表
吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗　　裕）

14 越前市南越中学校 〔指揮：蜂谷　公康〕 金賞
「もののけ姫」セレクション（久石　　譲/森田　一浩）

15 射水市立小杉南中学校 〔指揮：浦島みつる〕 銀賞
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.シェーンベルグ/宍倉　　晃）

16 小松市立板津中学校 〔指揮：山本　幸世〕 銀賞
氷河特急（髙橋　伸哉）

17 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 金賞
朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ.Ｂ.チャンス）

大学部門　８月４日　９：15 ～ 
1 福井大学吹奏楽部 〔指揮：鵜沼　紀夫〕 銀賞

課題曲Ⅱ　メコン川（Ｒ.スミス）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅳ　交響曲1997「天地人」（譚　盾/天野　正道）
3 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：畑　　史香〕 金賞

課題曲Ⅳ　交響曲第３番より（Ｊ.バーンズ）

中学校Ａ部門　10：15 ～ 
1 越前市武生第一中学校 〔指揮：片山　幹子〕 銀賞

組曲第７番「アルザスの風景」より  課題曲Ⅲ（Ｊ.マスネ/小長谷宗一）
2 小松市立松陽中学校 〔指揮：水内　千世〕 銀賞

課題曲Ⅳ　「三つのジャポニズム」より（真島　俊夫）
3 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 銅賞

課題曲Ⅲ　ア　ウィークエンド　イン　ニューヨーク（Ｐ.スパーク）
4 白山市立松任中学校 〔指揮：北山　義隆〕 金賞

課題曲Ⅲ　ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）
5 坂井市立丸岡中学校 〔指揮：平田　昌彦〕 銀賞

課題曲Ⅳ　セルゲイ・モンタージュ（鈴木　英史）
6 金沢市立額中学校 〔指揮：竹内　　寛〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅳ　アルプスの詩（Ｆ.チェザリーニ）
7 小松市立丸内中学校 〔指揮：任田　裕子〕 銀賞

課題曲Ⅱ　組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（Ｚ.コダーイ/Ｇ.Ｃ.バイナム）
8 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 銀賞

課題曲Ⅱ　ケルト民謡による組曲　Ⅰ．マーチ　Ⅱ．エアー　Ⅲ．リール（建部　知弘）
9 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 銀賞

課題曲Ⅱ　復興（保科　　洋）
10 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞

課題曲Ⅳ　科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生）
11 能美市立辰口中学校 〔指揮：広瀬　真樹〕 金賞

課題曲Ⅱ　アルプスの詩（Ｆ.チェザリーニ）
12 能美市立根上中学校 〔指揮：大橋　　望〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅳ　宇宙の音楽（Ｐ.スパーク）



13 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 銀賞
課題曲Ⅳ　「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）

14 〔指揮：田鳥　麻澄〕 銀賞
課題曲Ⅳ　吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高　　昌帥）

15 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 銀賞
課題曲Ⅱ　バレエ組曲「青銅の騎士」より（Ｒ.グリエール/石津谷治法）

16 〔指揮：吉田　淳一〕 銀賞
課題曲Ⅱ　「マ・メール・ロワ」より（Ｍ.ラヴェル/鈴木　英史）

17 小松市立南部中学校 〔指揮：多田　淳子〕 銅賞
課題曲Ⅱ　吹奏楽のための交響的詩曲「モーセとラメセス」（八木澤教司）

18 〔指揮：佐々木和史〕 銀賞
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）

19 坂井市三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕 銀賞
課題曲Ⅱ　吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高　　昌帥）

20 大野市陽明中学校 〔指揮：古川　　勝〕 銅賞
課題曲Ⅳ　「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）

小学校部門　８月５日　９：00 ～ 
1 〔指揮：青山智枝子〕 銀賞

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）
2 富山大学人間発達科学部附属小学校〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞・GP

リバーダンス（Ｂ.ウィーラン/Ｃ.ストローメン）
3 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 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）
4 羽咋市立羽咋小学校 〔指揮：中谷　規雄〕 銀賞

アヴェンチューラ（Ｊ.スウェアリンジェン）

高等学校Ａ部門　９：55 ～ 
1 小松市立高等学校 〔指揮：木村　有孝〕 銀賞

課題曲Ⅴ　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 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 銀賞

課題曲Ⅳ　バレエ音楽「青銅の騎士」（Ｒ.Ｍ.グリエール/林　紀人）
3 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 金賞

課題曲Ⅳ　歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ/後藤　洋）
4 北陸学園北陸高等学校 〔指揮：明石　憲和〕 銀賞

課題曲Ⅱ　バッハの名による幻想曲とフーガ（Ｆ.リスト/田村　文生）
5 富山県立魚津高等学校 〔指揮：久和　　聡〕 銅賞

課題曲Ⅴ　バレエ音楽「中国の不思議な役人」（Ｂ.バルトーク/加養　浩幸）
6 金沢市立工業高等学校 〔指揮：幸正　勤也〕 銀賞

課題曲Ⅳ　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）

7 福井県立武生商業高等学校〔指揮：植田　　薫〕 金賞
課題曲Ⅴ　ブルー・シェイズ（Ｆ.ティケリ）

8 富山県立富山高等学校 〔指揮：奥井　智保〕 銀賞
課題曲Ⅳ　「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 石川県立金沢桜丘高等学校〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞・支部代表
課題曲Ⅴ　交響詩「ローマの噴水」より（Ｏ.レスピーギ/安嶋　俊晴）

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

11 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞
課題曲Ⅴ　夢の通い路（長生　　淳）

12 福井県立金津高等学校 〔指揮：浅井　裕規〕 金賞
課題曲Ⅳ　復興（保科　　洋）

13 富山県立大門高等学校 〔指揮：芹川　拓也〕 銅賞
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）

14 遊学館高等学校 〔指揮：大嶋　直樹〕 銀賞
課題曲Ⅲ　第六の幸運をもたらす宿（Ｍ.アーノルド/瀬尾　宗利）

15 福井県立武生東高等学校 〔指揮：尾鳥　達彦〕 銅賞
課題曲Ⅰ　交響曲第5番「革命」より第4楽章（Ｄ.ショスタコーヴィチ/上埜　孝）

16 福井県立武生高等学校 〔指揮：佐野　明彦〕 銅賞
課題曲Ⅳ　バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より　パントマイム、全員の踊り
（Ｍ.ラヴェル/仲田　守）

17 石川県立野々市明倫高等学校〔指揮：鏡　　幸彦〕 銀賞
課題曲Ⅱ　ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）

職場・一般部門　16：10 ～ 
1 小松市民吹奏楽団 〔指揮：広瀬　真樹〕 金賞

課題曲Ⅳ　クライズ・オブ・ロンドン（Ｍ.エレビー）
2 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 銀賞

課題曲Ⅳ　ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
3 ソノーレ・ウィンドアンサンブル〔指揮：佐藤　正人〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅳ　交響詩「ローマの祭り」より　十月祭　主顕祭（Ｏ.レスピーギ/佐藤　正人）
4 かほく市吹奏楽団 〔指揮：西尾　正則〕 銀賞

課題曲Ⅱ　交響曲第３番「オルガン付き」より（Ｃ.サン＝サーンス/藤田　玄播）
5 速星☆Friday's 〔指揮：萩谷　克己〕 銀賞

課題曲Ⅳ　交響詩「ローマの祭」より　チルチェンセス　主顕祭（Ｏ.レスピーギ/仲田　守）
6 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：笹木　隆善〕 銀賞

課題曲Ⅱ　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）
7 福井ブラスアカデミー 〔指揮：奥野　　一〕 金賞・支部代表

課題曲Ⅱ　復興（保科　　洋）




