
第 55 回北陸吹奏楽コンクール
第62回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第14回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

 ・射水市立小杉中学校は東日本学校吹奏楽大会（第
12回～ 14回大会）で、3年連続北陸代表となった
ため、来年度の大会は　 Ｂ部門でエントリーした
場合、東日本学校吹奏楽大会への代表権のない参
加となる。

　 　
日時／ 2014年（平成26年）
	 ８月８日（金）12:00～
	 　　中学校B部門、高等学校B部門
	 ８月９日（土）９:00～
	 　　小学校部門、大学、中学校A部門
	 ８月10日（日）９:00～
	 　　職場・一般部門、高等学校A部門
場所／金沢歌劇座

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位作品）

（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

天野　正道（作曲家）
糸井裕美子（東京都交響楽団　クラリネット奏者）
近藤　孝司（日本センチュリー交響楽団　首席トロンボーン奏者）
関山　幸弘（ＮＨＫ交響楽団　首席トランペット奏者）
原　　博巳（尚美ミュージックカレッジ専門学校　サクソフォン奏者）
松元　宏康（洗足学園音楽大学講師　指揮者）
百瀬　和紀（日本打楽器協会理事長　打楽器奏者）

中学校Ｂ部門　８月8日　12：10～	
1 かほく市立河北台中学校 〔指揮：高見　茂幸〕 銅賞

鳳凰（福田　洋介）
2 越前市南越中学校 〔指揮：蜂谷　公康〕金賞・北陸代表

鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器のための神話（片岡　寛晶）
3 勝山市立勝山北部中学 〔指揮：南　　章子〕 銀賞

尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション（櫛田月失之扶）
4 白山市立北辰中学校 〔指揮：佐武あや乃〕 銀賞

希望の帆（福島　弘和）
5 小松市立安宅中学校 〔指揮：宇野　孝博〕 銀賞

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ．レハール／鈴木　英史）
6 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山﨑　大介〕 金賞

マ・メール・ロワより１眠りの森の美女のパヴァーヌ　３パゴダの王女レドロネット　
５妖精の園（Ｍ．ラヴェル／森田　一浩）

7 かほく市立高松中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 銀賞
元禄（櫛田月失之扶）

8 金沢市立鳴和中学校 〔指揮：越中　夏子〕 銅賞
交響曲第１番「指輪物語」（Ｊ．デメイ）

9 福井市美山中学校 〔指揮：勝矢　瑞葉〕 銅賞
トム・ティット・トット（樽屋　雅徳）

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

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

12 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：浦島みつる〕 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）

13 小松市立南部中学校 〔指揮：吉田　信子〕 銅賞
マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

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

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

16 敦賀市立松陵中学校 〔指揮：山崎　佑太〕金賞・北陸代表
セルゲイ・モンタージュ（鈴木　英史）

17 福井市大東中学校 〔指揮：出口津代子〕 銀賞
希望の帆（福島　弘和）

高等学校Ｂ部門　１５：３０～	
1 福井県立美方高等学校 〔指揮：石川正吉郎〕 金賞

梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）
2 福井県立三国高等学校 〔指揮：小林　幸代〕 金賞・北陸代表

歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ．プッチーニ／後藤　　洋）
3 石川県立松任高等学校 〔指揮：山岡　善一〕 銀賞

マリアの七つの悲しみ（樽屋　雅徳）
4 福井県立福井商業高等学校 〔指揮：北島恵美子〕 銅賞

ジュビレーション！（樽屋　雅徳）
5 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕 金賞

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
6 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕 銀賞

「カルミナ・ブラーナ」より（Ｃ．オルフ／Ｊ．クランス）
7 小松大谷高等学校 〔指揮：加藤　　圭〕 金賞・北陸代表

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）
8 富山県立高岡高等学校 〔指揮：清水　　毅〕 金賞・北陸代表

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗　　裕）
9 石川県立輪島高等学校 〔指揮：大高　宗浩〕 銀賞

ソング・アンド・ダンス（鈴木　英史）
10富山県立福岡高等学校 〔指揮：若林　久雄〕 銅賞

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）

小学校部門　８月９日　９：00～	
1 鯖江市惜陰小学校 〔指揮：青山智枝子〕 金賞

ポロヌプ（酒井　　格）
2 南砺市立福野小学校 〔指揮：水木　　靖〕 金賞

「ハイランド讃歌」組曲より　Ⅰ．アードロス城　Ⅲ．ダンドネル（P．スパーク）
3 富山大学人間発達科学部

附属小学校
〔指揮：齊藤　貴子〕 金賞・最優秀賞

ウィズ・ハート・アンド・ボイス（Ｄ．Ｒ．ギリングハム）
4 金沢市立大浦小学校 〔指揮：後藤　理利〕 銀賞

「サウンド・オブ・ミュージック」ハイライトより（Ｒ．ロジャース／樽屋　雅徳）

大学部門　９：５５～	
1 福井大学吹奏楽部 〔指揮：宮之脇　巧〕 銀賞

課題曲Ⅱ　想像のレゾナンス（江原　大介）
2 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞・北陸代表

課題曲Ⅱ　蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～（清水　大輔）
3 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：大島　嵩章〕 金賞

課題曲Ⅱ  ベルファゴール序曲（O.レスピーギ/山本教生）

中学校Ａ部門　10：55～	
1 福井市成和中学校 〔指揮：尾﨑慎太郎〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：大いなる約束の大地～チンギス・ハーン（鈴木　英史）
2 白山市立松任中学校 〔指揮：塚本万里子〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：開闢の譜（鈴木　英史）
3 金沢市立額中学校 〔指揮：竹内　　寛〕 金賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：「青い水平線」より（Ｆ．チェザリーニ）
4 高岡市立南星中学校 〔指揮：城宝　美奈〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：「三つのジャポニスム」より（真島　俊夫）
5 能美市立根上中学校 〔指揮：大橋　　望〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：カントゥス・ソナーレ（鈴木　英史）
6 金沢市立浅野川中学校 〔指揮：田中　一宏〕 金賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：歌劇「タイス」より（Ｊ．マスネ／宍倉　　晃）
7 大野市開成中学校 〔指揮：井川　宏明〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のための交響的印象「海響」（和田　　薫）



8 津幡町立津幡南中学校 〔指揮：奥泉　清人〕 金賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：「青い水平線」より（Ｆ．チェザリーニ）

9 小松市立松陽中学校 〔指揮：糠山　年美〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「微笑みの国」セレクション　Da Land des Lacheins

10 福井市足羽第一中学校 〔指揮：西川　秀明〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：エンジェルス・イン・ジ・アーキテクチャー（Ｆ．ティケリ）

11 福井市光陽中学校 〔指揮：龍勝　芳江〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：ウインドオーケストラのためのマインドスケープ（高　　昌帥）

12 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 金賞
課題曲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）

13 坂井市立三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕金賞・北陸代表
課題曲Ⅱ＆自由曲：ルイ・ブルジョアの讃歌による変奏曲（Ｃ．Ｔ．スミス）

14 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

15 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 銅賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：「青い水平線」より（Ｆ．チェザリーニ）

16 内灘町立内灘中学校 〔指揮：吉田　淳一〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：スピラ・スペラ（長生　　淳）

17 福井市明道中学校 〔指揮：長谷川季美〕 銅賞
課題曲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）

18 能美市立辰口中学校 〔指揮：廣瀬　真樹〕 銀賞
課題曲Ⅰ＆自由曲：バレエ音楽「恋は魔術師」より（Ｍ．De．ファリャ／黒川　圭一）

19 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕 銀賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：無辜の祈り（樽屋　雅徳）

20 富山市立速星中学校 〔指揮：井沢　広行〕 銅賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：交響管弦楽のための音楽（芥川也寸志／建部　知弘）

21 鯖江市中央中学校 〔指揮：佐々木和史〕金賞・北陸代表
課題曲Ⅱ＆自由曲：信長～ルネサンスの光芒（鈴木　英史）

職場・一般部門　８月11日　９：00～	
1 小松市民吹奏楽団 〔指揮：廣瀬　真樹〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：交響曲第３番（Ｊ．バーンズ）
2 ソノーレ・ウインドアンサンブル 〔指揮：佐藤　正人〕 金賞・北陸代表

課題曲Ⅱ＆自由曲：蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～（清水　大輔）
3 福井ブラスアカデミー 〔指揮：奥野　　一〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：吹奏楽のための協奏交響曲（福島　弘和）
4 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銅賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：交響曲第１番「神曲」より　Ⅲ．昇天（Ｒ．Ｗ．スミス）
5 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕 銀賞

課題曲Ⅳ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

6 百萬石ウィンドオーケストラ 〔指揮：鈴木　昭裕〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：奔馬を秘めて（長生　　淳）

7 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 金賞・北陸代表
課題曲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）

高等学校Ａ部門　11：00～	
1 福井県立武生商業高等学校 〔指揮：植田　　薫〕 金賞・北陸代表

課題曲Ⅴ＆自由曲：ウインド・アンサンブルのためのコンチェルト（Ｓ．ブライアント）
2 富山県立高岡工芸高等学校 〔指揮：岩本　博之〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：朝鮮民謡の主題による変奏曲（Ｊ．Ｂ．チャンス）
3 富山県立高岡商業高等学校 〔指揮：神田　賢二〕 金賞・北陸代表

課題曲Ⅳ＆自由曲：交響詩「ドン・ファン」（Ｒ．シュトラウス／大橋　晃一）
4 遊学館高等学校 〔指揮：大嶋　直樹〕 金賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：歌劇「タイス」より（Ｊ．マスネ／宍倉　　晃）
5 小松市立高等学校 〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：交響曲より第４楽章（矢代　秋雄／天野　正道）
6 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕 銅賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：第六の幸福をもたらす宿　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（Ｍ．アーノルド／瀬尾　宗利）
7 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 銀賞

課題曲Ⅳ＆自由曲：「エディソンの光」～メンロパークの魔術師（八木澤教司）
8 金沢市立工業高等学校 〔指揮：幸正　勤也〕 銀賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」より（Ｏ．レスピーギ／佐藤　正人）
9 福井工業大学附属福井高等学校〔指揮：上野　元久〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：２つの交響曲断章（Ⅴ．ネリベル）
10 石川県立小松明峰高等学校 〔指揮：木村　有孝〕 金賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：交響詩「ローマの祭り」より（Ｏ．レスピーギ／木村　有孝）
11 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 銅賞

課題曲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）
12 北陸学園北陸高等学校 〔指揮：明石　憲和〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：奔馬を秘めて（長生　　淳）
13 石川県立金沢桜丘高等学校 〔指揮：鏡　　幸彦〕 金賞

課題曲Ⅴ＆自由曲：復興（保科　　洋）
14 福井県立金津高等学校 〔指揮：榊原　佑佳〕 銅賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶（福島　弘和）
15 富山県立富山商業高等学校 〔指揮：鍛冶　伸也〕 金賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：奔馬を秘めて（長生　　淳）
16 福井県立藤島高等学校 〔指揮：吉村　泉美〕 銀賞

課題曲Ⅳ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）


