
第 56 回 中部日本吹奏楽コンクール富山県大会
今年度より、本大会が２日間開催に戻ることが決定。
これを受けて、中学校小編成及び大編成で１つずつ
増加していた代表数が元に戻ることになった。また、
東日本の日程を考慮して部門日程が決められた。
・高岡市立南星中学校は第54回～ 55回大会で、2年
連続富山県代表となったため、今年度の大会はエ
ントリーできなかった。
・射水市立小杉中学校は第55回～ 56回大会で、2年
連続富山県代表となったため、来年度の大会はエ
ントリーできない。
・富山県立富山商業高等学校は第55回～ 56回大会
で、2年連続富山県代表となったため、来年度の大
会はエントリーできない。
　また、今年度より本大会での受賞が、「金賞」「銀賞」

準「、」賞金「が」勝優「の来従。るなと更変に」賞銅「
優勝」が「銀賞」「優秀賞」が「銅賞」にそれぞれ変
更された。
　来年度より、本大会で各部門２位の団体に与えら
れていた「神納杯」は廃止され、各部門３位に与え
られていた「中日新聞社賞」が各部門２位の団体に
授与される。各部門３位への特別賞は廃止となり、
各部門の１位には従来通り「文部科学大臣奨励賞」
が授与される。
　 　
日時／ 2013年（平成25年）
 ８月３日（土）９：３０～　中学校小編成
 ８月４日（日）９：３０～　中学校大編成
   　　　　高等学校小編成
   　　　　高等学校大編成
   　　　　フェスティバル
場所／新川文化ホール
主催／中部日本吹奏楽連盟富山支部
　　　富山県学校吹奏楽連盟・中日新聞社
後援／富山県教育委員会・魚津市教育委員会

課題曲

Ａ：プレシジョン（H.ベネット）
Ｂ：ミス・リバティ（K.L.キング）
Ｃ：ワシントンポスト（J.P.スーザ）
Ｄ：旧友（C.タイケ）
Ｅ：行進曲「飛翔」（兼田　敏）

審査員

今井　　聡（作曲家）
貝沼　拓実（シエナ・ウインド・オーケストラ　サクソフォン奏者）
曽我部清典（洗足学園音楽大学講師　上野の森ブラス　トランペット奏者）
高子　由佳（群馬交響楽団　クラリネット奏者）
三窪　　毅（日本センチュリー交響楽団　トロンボーン奏者）

中学校小編成　８月３日（土）　９：３０～ 
1 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：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）
2 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）
3 小矢部市立石動中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：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 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ケルト民謡による組曲　1、 2、 3（ケルト民謡／建部　知弘）
5 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：アルプスの詩（F.チェザリーニ）
6 砺波市立庄川中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銅賞

課Ａ＆自由曲：いつも風　巡り会う空（福島　弘和）
7 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：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）
8 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：火の伝説（櫛田　月失之扶）
9 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：交響的詩曲「走れメロス」（福島　弘和）
10 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銅賞

課Ｃ＆自由曲：交響組曲「風の谷のナウシカ」３章より　Ⅰ.風の伝説、Ⅱ.戦闘、
Ⅲ.はるかな地へ（久石　　譲／森田　一浩）

11 南砺市立井波中学校 〔指揮：米田　和代〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：繭の夢　～竜の舞う空～（福島　弘和）

12 高岡市立伏木中学校 〔指揮：村田　幸子〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：組曲第4番「絵のような風景」より　Ⅲ.お告げの鐘　　Ⅳ.ジプシーの祭り
（J.マスネ／小長谷　宗一）

13 金賞

14 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：セント・アンソニー　ヴァ
リエーションズ（W.H.ヒル／佐藤　博昭）

15 富山市立城山中学校 〔指揮：井沢　広行〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：「小組曲」より　Ⅰ.小舟にて、Ⅳ.バレエ（C.ドビュッシー／加養　浩幸）

16 上市町立上市中学校 〔指揮：南雲　鉄雄〕 銅賞
課Ｃ＆自由曲：メイク　ア　ジョイフル　ノイズ（J.スウェアリンジェン）

17 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：トゥーランドット（G.プッチーニ／渡辺　秀之）

18 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：百年祭（福島　弘和）

19 射水市立小杉中学校 〔指揮：長谷川　香〕金賞・県代表
課Ｂ＆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）

20 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

21 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 金賞
課Ｃ＆自由曲：海の男たちの歌（R.W.スミス）

22 富山市立西部中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：たなばた（酒井　　格）

23 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ／後藤　　洋）

24 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 金賞
課Ｃ＆自由曲：元禄（櫛田　月失之扶）

25 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：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）

26 富山市立水橋中学校 〔指揮：森清　篤実〕 銅賞

中学校大編成　８月４日（日）　　９：３０～ 
1 立山町立雄山中学校 〔指揮：藤縄　祐佳〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：Angel's Ladder　～祈りの光芒～（宮川　成治）
2 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ウィズ　ハート　アンド　ヴォイス（D.R.ギリングハム）
3 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞

課Ｃ＆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.ウィリアムズ／Ｓ.ネスティコ）

4 富山市立山室中学校 〔指揮：久保有加里〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：「舞踏組曲」より　Ⅰ.モデラート、Ⅴ.コモド、Ⅵ.アレグロ
（B.バルトーク／上埜　　孝）

5 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 金賞
課Ａ＆自由曲：三つのジャポニスム（真島　俊夫）

6 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 金賞
課Ａ＆自由曲：ハンガリー狂詩曲第２番（F.リスト／石川　喬雄）



7 砺波市立出町中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：梁塵秘抄～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

8 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：交響曲第１番「神曲」より　Ⅱ.煉獄篇、Ⅳ.天国篇（R.Ｗ.スミス）

9 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：太陽への讃歌―大地の鼓動（八木澤　教司）

10 富山市立速星中学校 〔指揮：廣本　浩太〕 銀賞
課Ｂ＆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）

11 富山市立北部中学校 〔指揮：荒木　　学〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：シーゲート序曲（J.スウェ
アリンジェン）

12 射水市立射北中学校 〔指揮：加納　佑成〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：復興（保科　　洋）

13 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：マードックからの最後の手紙（樽屋　雅徳）

高等学校小編成　８月４日（日）　１４：１０～ 
1 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞

課Ｃ＆自由曲：交響曲「聖ヨハネの黙示録による幻想」より　Ⅱ.凶暴な、Ⅲ.救世主の王国
（D.R.ギリングハム）

2 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：「スペイン組曲」より　アンダルシア、ヒタネリアス、マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

3 富山国際大学付属高等学校〔指揮：穴倉　尚哉〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：フーガ　ト短調　BWV578（J.S.バッハ／山本　教生）

4 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：ウインド・アンサンブルのための　風のらぷそでぃ（櫛田　月失之扶）

5 富山県立富山南高等学校 〔指揮：奥野　信一〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：雲のコラージュ（2011年版）（櫛田　 月失之扶）

6 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：モーゼとラメセス（八木澤　教司）

7 富山県立高岡工芸高等学校〔指揮：岩本　博之〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：ケルト民謡による組曲　Ⅰ.マーチ、Ⅱ.エアー、Ⅲ.リール
（ケルト民謡／建部　知弘）

高等学校大編成　８月４日（日）　１６：１０～ 
1 富山県立富山商業高等学校〔指揮：鍜治　伸也〕金賞・県代表

課Ｃ＆自由曲：アフリカ：セレモニー、ソング　アンド　リチュアル（R.W.スミス）
2 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（Z.コダーイ／森田　一浩）
3 富山県立砺波高等学校 〔指揮：石塚　誠人〕 金賞

課Ｃ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番 ｢祈りの鐘｣（福島　弘和）

フェスティバル　８月４日（日）　１６：５５～ 
1 ムジカグラート氷見 〔指揮：番匠　理美〕金賞・県代表

課Ｂ＆自由曲：カルミナ　ブラーナ　より（C.オルフ／ J.クランス）


