
第 56 回北陸吹奏楽コンクール
第63回 「 全日本吹奏楽コンクール 」北陸支部予選
第15回 「 東日本学校吹奏楽大会 」北陸支部予選

　 　
日時／ 2015年（平成27年）
	 ８月７日（金）12:00～
	 　　中学校B部門、高等学校B部門
	 ８月８日（土）９:00～
	 　　小学校部門、大学、中学校A部門
	 ８月９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）：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ーニー（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

秋田　賀文（武蔵野音楽大学教授　トランペット奏者）
柏田　良典（名古屋芸術大学講師　チューバ奏者）
さかはし矢波（東京フィルハーモニー交響楽団　フルート奏者）
髙橋　伸哉（作曲家）
松平　久司（全日本吹奏楽連盟名誉会員）
松元　宏康（仙台フィルハーモニー管弦楽団　打楽器奏者）
吉野亜希菜（東京交響楽団　首席クラリネット奏者）

中学校Ｂ部門　８月8日　12：10～	
1 金沢市立大徳中学校 〔指揮：北山　義隆〕 銅賞

小さな森のラ・フォリア～吹奏楽のための幻想曲～（伊藤　康英）
2 白山市立美川中学校 〔指揮：石林　剣児〕 銀賞

「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）
3 永平寺町永平寺中学校 〔指揮：田上　由美〕 銀賞

組曲「虫」より〔Ｒ.シシー）
4 鯖江市東陽中学校 〔指揮：田鳥　麻澄〕金賞・北陸代表

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン（鈴木　英史）
5 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：仁木加奈子〕 銀賞

元禄（櫛田月失之扶）
6 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕 銀賞

ブルーシェイズ（Ｆ.ティケリ）
7 高岡市立志貴野中学校 〔指揮：川平　　茂〕 銅賞

喜歌劇「こうもり」セレクション（Ｊ.シュトラウスⅡ世／鈴木　英史）
8 金沢市立鳴和中学校 〔指揮：古野　貴大〕 銅賞

組曲「道化師」より　1.プロローグ　2.ギャロップ　7.リトルリリカルシーン　10.エピ
ローグ（Ｄ.カバレフスキー／鈴木　英史）

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

10 小松市立南部中学校 〔指揮：廣瀬　真樹〕 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）

11 敦賀市立松陵中学校 〔指揮：山崎　佑太〕 銅賞
ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）

12 白山市立北辰中学校 〔指揮：佐武あや乃〕 銅賞
プロメテウスの雅歌（鈴木　英史）

13 永平寺町上志比中学校 〔指揮：南部　匡恵〕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）

14 小松市立芦城中学校 〔指揮：本川　一也〕 銀賞
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ.レハーレ／鈴木　英史）

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

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

高等学校Ｂ部門　15：20～	
1 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 銀賞

セント・アンソニー・ヴァリエーションズ（Ｗ.ヒル／佐藤　博昭）
2 仁愛女子高等学校 〔指揮：岡田　健志〕 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）
3 石川県立松任高等学校 〔指揮：小島　睦雄〕 銀賞

梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）
4 富山県立高岡高等学校 〔指揮：清水　　毅〕 銅賞

歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／後藤　　洋）
5 石川県立金沢辰巳丘高等学校 〔指揮：斉藤　忠直〕 銅賞

フィールズ・オーバーチュア（高橋　宏樹）
6 片山学園中学校・高等学校〔指揮：石川紘一郎〕 金賞・北陸代表

組曲「虫」より　Ⅰ.前奏曲　Ⅳ.クロゴケ蜘蛛　Ⅴ.トラフアゲハ　Ⅵ.軍隊アリ
（Ｒ.シシー）

7 小松大谷高等学校 〔指揮：加藤　　圭〕 銀賞
交響的詩曲「蜘蛛の糸」（福島　弘和）

8 福井県立美方高等学校 〔指揮：石川正吉郎〕 金賞・北陸代表
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋　雅徳）

9 福井県立勝山高等学校 〔指揮：堂森　峰春〕 金賞
ラザロの復活（樽屋　雅徳）

10富山県立富山工業高等学校〔指揮：加藤　祐行〕 金賞・北陸代表
リヴァーダンス（Ｂ.ウィーラン／建部　知弘）

小学校部門　８月８日　９：00～	
1 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

たなばた（酒井　格）
2 金沢市立大浦小学校 〔指揮：後藤　理利〕 銀賞

「天空の城ラピュタ」より君をのせて（久石　　譲／小島　里美）
3 鯖江市惜陰小学校 〔指揮：青山智枝子〕 銀賞

スターライト・ウインク（高橋　伸哉）
4 高岡市立野村小学校 〔指揮：方堺　容子〕 金賞

名誉が勝るとき（Ｊ.スウェアリンジェン）

中学校Ａ部門　９：55～	
1 鯖江市中央中学校 〔指揮：佐々木和史〕 銀賞

課題曲Ⅱ＆自由曲：鳥のマントラ／万歳楽（鈴木　英史）
2 加賀市立山代中学校 〔指揮：安井　　技〕 銅賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：民謡の主題によるスコットランド行進曲
（Ｃ.ドビュッシー／小野寺　真）

3 能美市立辰口中学校 〔指揮：櫻井　悠樹〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：歌劇「トスカ」第一幕より（Ｇ.プッチーニ／後藤　　洋）

4 金沢市立浅野川中学校 〔指揮：常陸　泰子〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（Ｊ.シュトラウスⅡ世／鈴木　英史）

5 坂井市立丸岡中学校 〔指揮：平田　昌彦〕 銅賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：歌劇「イーゴリ公」より（Ａ.ボロディン／石津谷治法）

6 白山市立北星中学校 〔指揮：木下　典子〕 銀賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話（片岡　寛晶）

7 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕 金賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：時の跳ね馬～吹奏楽のための～（中橋　愛生）

8 射水市立大門中学校 〔指揮：友葭　大貴〕 銅賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：交響曲第２番「キリストの受難」（Ｆ.フェルラン）

9 滑川市滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 銅賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（Ｄ.Ｒ.ギリングハム）

10 鯖江市鯖江中学校 〔指揮：廣比　知徳〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：蒼氓愛歌～三つの異なる表現で～（清水　大輔）

11 越前市武生第二中学校 〔指揮：栗田　健一〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／後藤　　洋）

12 坂井市立三国中学校 〔指揮：武井　　晋〕金賞・北陸代表
課題曲Ⅳ＆自由曲：フェスティヴァル・ヴァリエーションズ（Ｃ.Ｔ.スミス）

13 福井市光陽中学校 〔指揮：高橋　由起〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高　　冒帥）



14 金沢市立額中学校 〔指揮：竹内　　博〕金賞・北陸代表
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）

15 南砺市立福野中学校 〔指揮：古澤　千春〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：「舞踏組曲」よりⅡ.Ⅴ.終曲（Ｂ.バルトーク／鈴木　英史）

16 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕 金賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：交響詩「海」より　Ⅲ.風と海との対話
（Ｃ.ドビュッシー／佐藤　正人）

17 内灘町立内灘中学校 〔指揮：吉田　淳一〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：交響詩「スパルタカス」（Ｊ.ヴァン＝デル・ロースト）

18 かほく市立高松中学校 〔指揮：吉本　　仁〕 銅賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：喜歌劇「こうもり」セレクション（Ｊ.シュトラウスⅡ世／鈴木　英史）

19 津幡町立津幡南中学校 〔指揮：奥泉　清人〕 銀賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：「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）

20 福井市明道中学校 〔指揮：長谷川季美〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：復興（保科　　洋）

21 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕 金賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：大阪俗謡による幻想曲（大栗　　裕）

22 大野市陽明中学校 〔指揮：村口　正幸〕 銅賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（Ｆ.レハーレ／鈴木　英史）

大学部門　17：05～	
1 富山大学吹奏楽団 〔指揮：建部　知弘〕金賞・北陸代表

課題曲Ⅱ＆自由曲：テレプシコール（Ｂ.マーゴリス）
2 金沢大学吹奏楽団 〔指揮：大島　嵩章〕 金賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／後藤　　洋）
3 福井工業大学応援団吹奏楽部 〔指揮：上野　元久〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（Ｇ.プッチーニ／真島　俊夫）

職場・一般部門　８月10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：ダンス・ムーブメント（Ｐ.スパーク）
2 福井ブラスアカデミー 〔指揮：奥野　　一〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高　冒帥）
3 なんと！吹奏楽団 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：翡翠（Ｊ.マッキー）
4 百萬石ウィンドオーケストラ〔指揮：仲田　　守〕 金賞・北陸代表

課題曲Ⅲ＆自由曲：コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想
曲（伊藤　康英）

5 富山ミナミ吹奏楽団 〔指揮：牧野　　誠〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？（天野　正道）

6 北アルプス吹奏楽団 〔指揮：飛騨野洋一〕 銅賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：忘れられた帝国（改訂版）（坂井　貴祐）

7 ソノーレ・ウィンドアンサンブル〔指揮：佐藤　正人〕 金賞・北陸代表
課題曲Ⅲ＆自由曲：竹取物語（三善　　晃／天野　正道）

高等学校Ａ部門　11：00～	
1 石川県立野々市明倫高等学校〔指揮：桶川　亮一〕 銀賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：信長～ルネサンスの光芒（鈴木　英史）
2 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：オール・デウーヴル（黛　　敏郎／長生　　淳）
3 小松市立高等学校 〔指揮：安嶋　俊晴〕 金賞

課題曲Ⅲ＆自由曲：ラ・フォルム・ドウ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カ
レイドスコープ（天野　正道）

4 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）

5 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：翠風の光（長生　　淳）

6 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：科戸の鵲巣一吹奏楽のための祝典序曲（中橋　愛生）

7 石川県立金沢桜丘高等学校〔指揮：鏡　　幸彦〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：紺碧の波濤（長生　　淳）

8 福井県立武生高等学校 〔指揮：佐野　明彦〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆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）

9 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：バッハの名による幻想曲とフーガ（Ｆ.リスト／田村　文生）

10 富山県立富山高等学校 〔指揮：石田　浩之〕 銀賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）

11 富山県立富山南高等学校 〔指揮：福島久美子〕 銀賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：復興（保科　洋）

12 石川県立小松高等学校 〔指揮：北村　善哉〕 金賞
課題曲Ⅱ＆自由曲：パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド（長生　　淳）

13 遊学館高等学校 〔指揮：大嶋　直樹〕 金賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：復興（保科　　洋）

14 北陸学園北陸高等学校 〔指揮：明石　憲和〕 銅賞
課題曲Ⅴ＆自由曲：パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド（長生　　淳）

15 富山県立大門高等学校 〔指揮：野替　拓也〕 銀賞
課題曲Ⅲ＆自由曲：復興（保科　　洋）

16 福井県立武生東高等学校 〔指揮：尾鳥　達彦〕 銅賞
課題曲Ⅳ＆自由曲：ディオニソスの祭り（Ｆ.シュミット）


