
第 57 回 中部日本吹奏楽コンクール富山県大会
本大会規約 第22条「２年連続で支部代表となり本大
会に出場した団体は、翌年は本大会に出場すること
ができない」
　本年度、これに該当した団体（第55回～ 56回大
会で、2年連続富山県支部代表となった団体）
　射水市立小杉中学校、富山県立富山商業高等学校、
ムジカグラート氷見
　来年度、これに該当する団体（第56回～ 57回大
会で、2年連続富山県支部代表となった団体）
　射水市立射北中学校、富山県立高岡工芸高等学校
　 　

日時／ 2014年（平成26年）
	 ８月２日（土）９：３０～　中学校小編成
	 ８月３日（日）９：３０～　中学校大編成
	 	 	 　　　　高等学校小編成
	 	 	 　　　　高等学校大編成
場所／砺波市文化会館
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・砺波市教育委員会

ff 課題曲 ff

Ａ：プレシジョン（H.ベネット　作曲））
Ｂ：ミス・リバティ（K.L.キング　作曲）
Ｃ：自由の鐘（J.P.スーザ　作曲）
Ｄ：ラデツキー行進曲（J.シュトラウス　作曲）
Ｅ：行進曲「飛翔」（兼田　敏　作曲）

ff 審査員 ff

秋田　賀文（武蔵野音楽大学教授　トランペット）
濱崎　由紀（東京藝術大学非常勤講師　芸大フィルハーモニア　クラリネット奏者）
船迫　優子（東京フィルハーモニー交響楽団　打楽器奏者）
山田　武彦（洗足学園音楽大学教授　作・編曲家、ピアニスト）
渡辺　尚也（中部日本吹奏楽連盟理事長）

中学校小編成　８月２日（土）　９：３０～	

1 入善町立入善西中学校 〔指揮：米田　　歩〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）
2 高岡市立戸出中学校 〔指揮：山田　喜博〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：ケルトラプソディー　Ⅰ マーチ　Ⅱ エア　Ⅲ クローリー・リー
ル（ケルト民謡／建部　知宏）

3 南砺市立井波中学校 〔指揮：田村　諭士〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：ルーマニア民族舞曲より　Ⅰ.棒を持った踊り　Ⅱ.飾り帯をつけた踊り　Ⅳ.ブチュ
ム人の踊り　Ⅴ.ルーマニア風ポルカ　Ⅵ.速い踊り　Ⅶ.速い踊り（B.バルトーク／山本　教生）

4 射水市立小杉南中学校 〔指揮：表　　沙希〕 金賞
課Ａ＆自由曲：沢地萃（天野　正道）

5 砺波市立般若中学校 〔指揮：髙見　麻未〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：スプリングフィールド（広瀬　勇人）

6 小矢部市立石動中学校 〔指揮：瀬島　弘美〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：リバー　オブ　ジ　アンシェンツ（M.スウィーニー）

7 氷見市立北部中学校 〔指揮：三善智妃呂〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：プスタ　４つのロマの舞曲より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（J.ヴァン・デル・ロースト）

8 高岡市立福岡中学校 〔指揮：池田　宗介〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：スペイン奇想曲よりⅢ、Ⅳ、Ⅴ
（N.リムスキー＝コルサコフ／福田　昌範）

9 高岡市立中田中学校 〔指揮：山崎　清子〕 金賞
課Ｄ＆自由曲：バレエ組曲「ロデオ」より　カウボーイの休日（A.コープラン
ド／ E.キーリー）

10 魚津市立西部中学校 〔指揮：濱藤　浩人〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：吹奏楽のための抒情的「祭り」（伊藤　康英）

11 小矢部市立津沢中学校 〔指揮：山崎　大介〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：マ・メール・ロワより　Ⅰ.眠りの森の美女のパヴァーヌ　Ⅲ.パゴダの女王レ
ドロネット　Ⅴ.妖精の園（M.ラヴェル／森田　一浩）

12 富山市立西部中学校 〔指揮：大庭　郁穂〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：喜びの音楽を奏でよう！（J.スウェアリンジェン）

13 射水市立新湊南部中学校 〔指揮：浦島みつる〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による～（大栗　裕）

14 小矢部市立蟹谷中学校 〔指揮：湯浅　幸嗣〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：チェイサー（天野　正道）

15 高岡市立五位中学校 〔指揮：木脇　　禎〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：組曲「道化師」より　プロローグ、ギャロップ、パントマイム、エピローグ
（D.カバレフスキー／鈴木　英史／藤田　玄播）

16 富山市立岩瀬中学校 〔指揮：佐藤　　真〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：レパントの海戦（広瀬　勇人）

17 氷見市立西條中学校 〔指揮：山﨑　伸久〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：花の香　桜～桂花～薔薇（天野　正道）

18 黒部市立高志野中学校 〔指揮：島　　香織〕 銅賞
課Ｂ＆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）

19 南砺市立城端中学校 〔指揮：森田　博志〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：「リンカーンシャーの花束」より　1.リスボン　2.ホークストウ農場　6.行方
不明のお嬢さんが見つかった（P.A. グレインジャー／ F. フェネル）

20 富山市立城山中学校 〔指揮：荒木　　学〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：天空の夢（江原　大介）

21 南砺市立福光中学校 〔指揮：荒木　真美〕 金賞
課Ｂ＆自由曲：ガルーダの翼（広瀬　勇人）

22 南砺市立井口中学校 〔指揮：五十田　尚〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：ルーマニア民族舞曲（B.バルトーク／後藤　洋）

23 小矢部市立大谷中学校 〔指揮：河辺真美子〕 銅賞
課Ａ＆自由曲：「フェニックス」～時を超える不死鳥の舞（八木澤　教司）

24 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：無辜の祈り（樽屋　雅徳）

25 入善町立入善中学校 〔指揮：魚津　基子〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～（福島　弘和）

26 富山市立大沢野中学校 〔指揮：柳谷　　都〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：センチュリア（J.スウェアリンジェン）

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

28 富山市立和合中学校 〔指揮：佐藤　純一〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：喜歌劇「スペードの女王」序曲（F.スッペ／田川　伸一郎）

29 南砺市立吉江中学校 〔指揮：高瀬　まり〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レハール／鈴木　英史）

中学校大編成　８月３日（日）　　９：３０～	
1 砺波市立庄西中学校 〔指揮：久保　紀子〕 銀賞

課Ａ＆自由曲：ケルト民謡による組曲第２番～オキャロランの花束～よりⅠロフタス・ジョーン
ズ、Ⅳジェイムズ・プランケット、Ⅴキャロランズ・コンチェルト（T.オキャロラン／建部　知弘）

2 高岡市立高岡西部中学校 〔指揮：田屋　桂子〕 銀賞
課Ｄ＆自由曲：スペイン組曲よりヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ
（E.レクオーナ／高木　登古）

3 射水市立大門中学校 〔指揮：嶋尾　珠子〕 金賞
課Ａ＆自由曲：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）

4 南砺市立福野中学校 〔指揮：大坪　　建〕 金賞
課Ａ＆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）

5 高岡市立芳野中学校 〔指揮：橘　　恭幸〕金賞・県代表
課Ｂ＆自由曲：シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」（福島　弘和）

6 富山市立北部中学校 〔指揮：松永恵梨子〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：序曲　インペラトリクス（A.リード）

7 滑川市立滑川中学校 〔指揮：吉野みのり〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：青い水平線（F.チェザリーニ）

8 魚津市立東部中学校 〔指揮：小西　勝己〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：リヴァーダンス（B.ウィーラン／ C.ストロメン）



9 立山町立雄山中学校 〔指揮：藤縄　祐佳〕 銅賞
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）

10 砺波市立出町中学校 〔指揮：松坂　成規〕 銀賞
課Ｃ＆自由曲：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）

11 富山市立山室中学校 〔指揮：窪田有加里〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.R.ギリングハム）

12 富山市立新庄中学校 〔指揮：藤井信一朗〕 銅賞
課Ｄ＆自由曲：よみがえる大地への前奏曲（鹿野　草平）

13 富山市立呉羽中学校 〔指揮：伊橋　　亮〕 銅賞
課Ｂ＆自由曲：「ひまわり、15本」～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて（八木澤　教司）

14 上市町立上市中学校 〔指揮：南雲　鉄雄〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：ハイランド讃歌（P.スパーク）

15 富山市立芝園中学校 〔指揮：直井　美幸〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）

高等学校小編成　８月３日（日）　１４：４０～	
1 富山県立石動高等学校 〔指揮：酒井　道明〕 銀賞

課Ｂ＆自由曲：組曲「動物の謝肉祭」より　１．序曲と堂々たるライオンの行進　
４．亀　12．化石　14．終曲（C.サン=サーンス／竹本　裕一）

2 新川高等学校 〔指揮：西田　　澄〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：フィールズ　オーバーチュア（高橋　宏樹）

3 富山県立氷見高等学校 〔指揮：岩井　怜美〕 銀賞
課Ｂ＆自由曲：ピエトロ・モンタージュ（鈴木　英史）

4 富山県立富山工業高等学校 〔指揮：加藤　祐行〕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）

5 富山県立水橋高等学校 〔指揮：講神　千代〕 銀賞
課Ａ＆自由曲：「ひまわり、１５本」～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて（八木澤　教司）

高等学校大編成　８月３日（日）　１６：００～	
1 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：朝鮮民謡の主題による変奏曲（J.バーンズ・チャンス）
2 富山県立新湊高等学校 〔指揮：小坪　裕子〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ミュージカル「レ・ミゼラブル」より（C.M.シェーンベルグ／森田　一浩）
3 富山県立小杉高等学校 〔指揮：道下　　愛〕 金賞

課Ｂ＆自由曲：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～（福島　弘和）


