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大阪城ホール

2018年度吹奏楽コンクール課題曲
I . 古き森の戦記

（約4分半）

			 Old Forest Chronicle（第28回朝日作曲賞受賞作品）

II . マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ

			

（約3分）

March Wonderful Voyage		

塩 見 康 史 作曲
SHIOMI, Yasushi

一ノ瀬 季生 作曲
ICHINOSE, Sueo

III. 吹奏楽のための「ワルツ」 （約4分）

高

IV . コンサート･マーチ「虹色の未来へ」 （約3分）

郷 間 幹 男 作曲

			 “Waltz” for Wind Ensemble		
			 Concert March “Step to the Rainbow”		

昌帥

Chang Su KOH

作曲

GOHMA, Mikio

〈高等学校・大学・職場・一般のみ〉

V . エレウシスの祭儀

（約4分半）

			 Eleusinian Mysteries（第10回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品）

咲 間 貴 裕 作曲
SAKUMA, Takahiro

2018 年度課題曲参考演奏の一部を、当連盟ホームページ上
http://www.ajba.or.jp/にて1月上旬ごろ公開します。
来年度の課題曲が 2018 年 1 月下旬に出版
されます。来年度も、高等学校・大学・職
場・一般を対象とした「課題曲Ⅴ」を設定
し、課題曲は 5 曲となります。中学校は課題
曲Ⅰ～Ⅳから、高等学校・大学・職場・一般
はⅠ～Ⅴから選択することになります。
それぞれの作品に対する作曲者からのエッ

ラバスを始めたことが音楽との本格的な出会
いでした。その後、作曲活動を始め、いつか
は吹奏楽の曲を、という思いはあったのです
が、これまでは主にコントラバスのための作品
づくりに取り組んできました。
この曲の作曲にあたり、当初は時間をじっく
りかけるつもりでしたが、いざ作曲を始めると
熱中してしまい、他の仕事をしながら10 日間
程度で書きあげました。

セイを紹介します。

なお余談ながら、私は作曲と並行して、実

【古き森の戦記】

業の世界で経営コンサルタントとしても活動し
ています。少々風変わりなキャリアですが、人

塩見 康史

「古き森の戦記」が全日本吹奏楽コンクール
課題曲に選出され、大変光栄です。
この曲は、私の初の吹奏楽作品となります。
約 30 年前、高校の吹奏楽部に入部し、コント

生 100 年時代、いくつかの“顔”を持ち、好き
なことを時間をかけて磨き上げていくのも、な
かなか面白いのではないかと思っています。
さて、曲についてですが、この曲は交響詩
のような“物語”を表現する音楽です。具体
的なストーリーはありませんが、人類の歴史を
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通じて、世の東西を問わず、いつの時代にも

これまで様々な楽器編成で作ってきましたが、

あったような合戦、それも太古の深い森を舞

吹奏楽を使った舞台劇というのをイメージした

台にした戦国絵巻を想像し、そのイメージを

ことはありませんでした。これを機にいつかこ

表現しようとしたものです。

れに挑戦してみたいと思っているところです。

序奏は太古の森の神秘と暗さを表していま

ところで、中学 1 年の時吹奏楽部が発足しト

す。主部では 2 つの主題が提示され、それぞ

ランペットを吹かされたことがあります。楽器

れが敵対する軍事勢力を表しています。中間

はそろってなく、記憶に残ってるのは運動会の

部を挟んで後半は 2 つの主題と序奏主題が幾

ファンファーレを自作自演したことくらいです。

重にも組み合わされていきますが、これは両

ずっと続けられてたら良かったのになあ、と今

軍入り乱れての合戦をイメージしていると考え

残念に思いながらも、ここにこのようなエッセ

てよいでしょう。

イを書くことを不思議にまた嬉しく思います。

またこの曲は、厳密ではありませんが、対

実は「マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ」

照的な 2 つの主題とその展開という点で、ソナ

が海をイメージの曲ということで私の心のな

タ形式の構築原理も参照しています。

かに一つ重いものがありました。それは東日

この作品が約1 年間、みなさまの豊かな音楽

本大震災時の大津波で大変な被害に遭われた

活動に少しでも貢献できることを願っています。

方々のことです。希望、未来、躍動・・それ

〔略歴と主な作品〕
塩見 康史 しおみ・やすし 1972 年、神奈川県生
まれ。早稲田大学第一文学部卒業。作曲は独学。主
に、コントラバスのためのソロ曲、室内楽曲などの
創作活動を行なっている。
九州・沖縄作曲家協会会員。経営コンサルタントと
しても活動している。
主な作品：
「コントラバスソナタ」
（日本現代音楽協
会主催『現代の音楽展 2003 コントラバスフェスタ
Ⅱ』公募入選）
、
「W 変奏曲」
、
「弦楽のためのソナタ」

だけの音楽でいいのだろうか、と筆が止まっ

【マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ】
一ノ瀬 季生

どうして吹奏楽の音楽を？と最近は身近な
人からもよくきかれます。出会いは不思議で
すね。吹奏楽とはずっと無縁でした。長く大
阪にいましたが、ここに優秀な吹奏楽部、社
会人やプロの吹奏楽団が活躍していることは
知りながら、吹奏楽のための曲を書くことはあ
りませんでした。それが 4 年前、当時住んでい
た石垣島で誕生間もない市民吹奏楽団から指
導を依頼されたのが始まり。それからは公演
先で吹奏楽部でがんばってる生徒さんと出会
うなど、吹奏楽とご縁のあるできごとが続き、
そして現在宮崎に暮らしながら、熱心に吹奏
楽に取り組んでいる沢山の子どもたちを間近

たこともあります。しかし、少しでも音楽が慰
め、励ます役にたてればという思いで書き上
げました。全てのものに光と影があります。暗
い影に少しでも暖かな光が差すような演奏を
心から期待したいと思います。
最後になりましたが、全日本吹奏楽連盟は
じめ関係各位、また試演してくださった東京佼
成ウインドオーケストラの皆様、指揮の大井先
生に厚く御礼申し上げます。そしていつも応援
してくれる家族のみんなにも、ありがとう！
〔略歴と主な作品〕
一ノ瀬 季生 いちのせ・すえお 1949 年長崎県高島
町生まれ。硬軟入り混じった多ジャンルの音楽環境
に育ち、ピアノは小学 1 年から始めるも先生の遁走で
中断。中学生でクラシック音楽にのめり込み作曲を
独学で始める。記憶に残る作曲作品は小学 5 年生で
「銀色の麦わら帽子」
。現在大阪のプロ「人形劇団ク
ラルテ」の音楽監督、宮崎市で「音楽工房 Tutti」メ
ンバー。
主 な 作 品：
「マリンバとピアノのための海の四
季」
、弦楽四重奏曲「母から娘へ」
、ミュージカル
「UZUME2001」
、合唱とオーケストラのための「なめ
とこ山の熊」
、合唱組曲「火の鳥」
、マーチ「明日へ」
など

【吹奏楽のための「ワルツ」
】

高 昌帥

に見て、今回の課題曲に挑戦ということになっ
たのです。

全日本吹奏楽連盟からの委嘱、しかも尊敬

私は大阪の人形劇団クラルテに籍を置いて
ますから作曲は芝居のための音楽が主です。

する保科先生のあとを継いでのこと、大変光
栄に思います。大きなチャンスを与えて下さっ
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た連盟に、この場をお借りして感謝申し上げま
す。私の感謝がどれほど本気かと申しますと…
拙作が吹奏楽コンクールの課題曲となるのは
これで 2 度目ですが、2002 年に「ラメント」が
課題曲に選ばれたときに、私は一晩で自分の同
一作品の、複数の異なった解釈による演奏を
聴くという、世界中のどのような作曲コンクー

協会、21 世紀の吹奏楽“響宴”各会員。代表作に、
音楽劇「河内湖」
、ソプラノ独唱とバリトン朗読、オ
ーケストラのための「あなたに」
、ソロパーカッショ
ンと吹奏楽のための協奏曲「雷神」等がある。

【コンサート･マーチ「虹色の未来へ」】
郷間 幹男

ルに受賞しても享受することの出来ない、まさ
に千載一遇の経験をしました。そしてその経験

私が学生だった頃は、携帯電話もインター

から「作曲家が楽譜にどんなに厳密に音を刻

ネットもない時代で、音楽（吹奏楽）に没頭

み込んだつもりでいても、演奏者はいくらでも

できる環境がありました。今はどうでしょう。

自由に解釈を引き出すことが出来るし、その解

インターネットやメディアで誹謗中傷や非難

釈がある聴き手にとって説得力のあるものであ

報道が目立ち、携帯電話や SNS での希薄な人

れば、作り手の意図とは全く関係なくその聴き

間関係が危惧される世の中になってしまいま

手にとって美的に正しい」という、今から思う

した。そんな世の中に『希望』
『未来』はある

とごく当たり前のことをこのときに初めて強烈

のだろうか？そんな環境の中で過ごす中学生

に学ばせて頂きました。吹奏楽コンクールの課

や高校生に希望ある未来はあるのだろうか？

題曲に選ばれなければこのような経験は出来な

そういう想いから、このマーチの作曲に取り

いでしょう。そして此度、その僥倖に再びめぐ

掛かりました。
「演奏して楽しい！」
「もっと

りあう機会を頂いたのです。私の感謝がどれだ

練習したい！」そう思ってもらえるようなフ

け本気のものか、ご理解頂けると思います。

レーズやパッセージを散りばめ、奏者が『希

さて曲についてですが、作曲に着手する際
に先ず心がけたのは、多くの団体にとってアプ

望』
『未来』をもって取り組めるようにと願っ
て書き上げた作品です。

ローチしやすい難易度でありながら、長い期間

この曲には人生の歩きだし、楽しさ、悔し

練習しても飽きられないような音楽とすること、

さ、途中には生きてきた足跡の振り返りがあ

でした（どこまで狙い通りになったかは演奏

り、また前を向いて歩き出すというストーリ

者・聴衆の皆さんの審判を仰ぐほかありません

ーを描いています。
「七色に輝く虹」のような

が）
。また、もし縁があって中学生・高校生に

ファンファーレから始まり、みんなで未来へ

この曲に取り組んでもらえたとしたら、音楽大

の希望を持って一歩前に歩み出します。人生

学で教鞭を執る身としてはこれを機にクラシッ

における様々な岐路に立った時に「楽しかっ

ク音楽の基礎となるような音楽スタイルに接し

たこと」
、
「悔しかったこと」など、今まで歩

てもらいたい、との思いから、
「ワルツ」という

んできた軌跡を振り返り、これからの人生で

伝統的なジャンルと19 世紀末頃の調性語法を

待ち受けている“虹色の未来”に胸を膨らま

採用した結果、このような作品となりました。

せながら、また一歩を踏み出す。そんな奏者

上段で述べたように、スコアに私がどんな
に細かく書き込んでも自由な解釈の余地はい

ひとりひとりの前向きなストーリーを音に表
しています。

くらでも残されていると思っています。書かれ

「課題曲の演奏はこうでないとダメ」という

ている指示は課題曲という性格上、参考程度

縛りはこのマーチにはありません。皆さんが

に必要だったものと捉えて頂いて、団体毎の

自分たちの想いを存分に表現するマーチであ

自由で個性的な演奏を追求して頂けましたら

って欲しいと願っています。どの楽器（パー

幸いです。

ト）でも、それぞれで工夫し合い、好みを出

〔略歴と主な作品〕
高 昌帥 こう・ちゃんす 大阪音楽大学作曲科卒
業後、スイス・バーゼル音楽アカデミー留学。これ
までに作曲を田中邦彦、R. ケルターボーンの各氏に、
指揮を J. マイヤー氏にそれぞれ師事。現在、大阪音
楽大学教授。日本現代音楽協会、関西現代音楽交流

し合って試行錯誤しながら自分たちのマーチ
に仕上げてもらえたら嬉しいです。この課題
曲の「課題」を挙げるとするならば、
「心か
ら楽しめているか」
「どんな未来が描けてい
るか」です。
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日本中のコンクール会場で希望にあふれた

られる。どの古代宗教でも人間に対する根底

演奏が聴けることを期待しています。そして、

的な考え方が似ているからだ。そこにある普遍

奏者の皆さんが個々に思い描く“虹色の未来”

的な共通性に驚くとともに安堵を感じている。

が輝かしく、素晴らしいものでありますように。
〔略歴〕
郷間 幹男 ごうま・みきお 滋賀県出身。中学校の
吹奏楽部でトローンボーンと出会う。アーティストの
LIVE サポートなどで活動後、ロックバンドのホーン
セクション（サクソフォン）としてメジャーデビュー
し音楽活動を行う。2006 年、ウィンズスコアを立ち
上げ吹奏楽譜の出版を行うと同時に、自らも吹奏楽
の作編曲を手掛ける。なかでも吹奏楽ブラスロック
には定評がある。現在、全国の吹奏楽トップバンド
への作編曲や指導も行っており、コンクール、アン
サンブルコンテストの審査員も務める。

それではこの曲はどんな作風かと問われる
と、なかなか返答しづらい。私自身いろいろな
作曲家に影響を受けてきたし、その一人ひとり
を挙げて影響を分析するのも楽しいと思うが、
各々が作品の中から見出して欲しい。執拗にド
ロドロとしているとだけ書き添えておきたい。
中にはちょっとこういうのは苦手…と思う方も
あるかもしれない。遠い記憶にある高校時代
の自分に、この曲を聞かせたらきっと同じ反応
を示すだろうと思う。自分で作った作品だが今
と昔では好みが変わった気がする。高校時代
からのこの長い時間が、自分の音楽的な成長

【エレウシスの祭儀】

となって表れていると思っていただけたらうれ

咲間 貴裕

「長かった」というのが受賞の知らせを受け

しい。
最後になってしまったが、選んでくださった
連盟の方々、黒々しい楽譜を美しく浄書してい

た時の最初の実感だった。私が高校の途中で

ただいた出版社の方々、そして演奏してくださ

吹奏楽部をやめて以来ずっとくすぶり続けた感

った東京佼成ウインドオーケストラの方々には

情に、やっとコンマを打てた気がした。大学時

大変感謝している次第である。

代、公募に何度挑戦しても試奏止まり。当時
はどんな作風で書きたいのかも定まっていなか
った。経験や場数も踏んで作風も落ち着き、そ
ろそろまた試してみようと思い立つまで、随分
と長い時間を過ごしてしまった。そして今度は
作曲者という立場でこの吹奏楽の世界に戻っ
て来られたことを本当にうれしく思っている。
「エレウシスの祭儀」が作品のタイトルであ
る。内容はギリシャ神話で、具体的にはペルセ
ポネーの略奪と帰還を基にしている。ギリシャ
をはじめとする古代宗教には大変興味をそそ

「ドロドロになって」楽しんで演奏していた
だけたらと思う。
〔略歴と主な作品〕
咲間 貴裕 さくま・たかひろ 東京音楽大学出身。
伊福部昭、有馬礼子、池野成の各氏に師事。同大学
院を修了後、ブエノスアイレスの国立音楽院へ留学。
フェルナンド・マグリアに師事。イタリアのデュエ・
アゴスト国際作曲コンクール第 1 位（2005）をはじめ、
ベルギー、ドイツ、スイス、スペイン、フィンランド
などで多数の受賞歴。
主な作品：ヴィオラ小協奏曲、トランペット小協奏
曲、吹奏楽のためのシンフォニエッタ
（2曲）
、Asteroid
Belt など。

─4─

◆課題曲楽譜・参考演奏ＣＤ・ＤＶＤの購入方法◆
〔Ⅰ〕古き森の戦記 〔Ⅱ〕マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ
〔Ⅲ〕吹奏楽のための「ワルツ」〔Ⅳ〕コンサート ･ マーチ「虹色の未来へ」
〔Ⅴ〕エレウシスの祭儀（高大職一のみ）

◆品名・価格（送料・消費税込）

①課題曲一式 ･･････････ 16,000 円（Ⅰ〜Ⅳのフルスコア、コンデンススコア、パート譜とＣＤ、ＤＶＤ）
②課題曲一式＋Ⅴ ･･････ 18,000 円（Ⅰ〜Ⅴのフルスコア、コンデンススコア（Ⅴを除く）
、パート譜とＣＤ、ＤＶＤ）
③ⅠⅡ楽譜････････････ 6,500 円（ⅠⅡのフルスコア、コンデンススコア、パート譜）
④ⅢⅣ楽譜 ･·･ ･････････ 6,500 円（ⅢⅣのフルスコア、コンデンススコア、パート譜）
⑤Ⅴ楽譜 ･･････････････ 3,300 円（Ⅴのフルスコア、パート譜）
※Ⅴ楽譜のコンデンススコアは、ありません。
⑥ＣＤ ････････････････ 1,200 円（全 5 曲）
⑦ＤＶＤ ･･････････････ 2,800 円（全 5 曲）
⑧フルスコア集 ･････････ 1,200 円（全 5 曲のフルスコアのみ 1 冊）
⑥⑦の参考演奏は、東京佼成ウインドオーケストラ（指揮：大井剛史）

◆購入方法

（1）巻末の郵便振替用紙に記入の上、合計金額を振り込んでください。なお、必ず郵便番号と住所を県名から
記入してください。記入漏れのある場合、読み取りづらい場合などは発送が遅れます。
（2）郵便局に備付けの郵便振替用紙を利用する場合は、口座番号「00160-8-4457」、加入者名「全日本吹奏楽
連盟」
、
「発送先の住所・氏名・電話番号」、通信欄に「希望品名と数量」を明記の上、合計金額を振り込んで
ください。
（3）発送は、2018 年 1 月 30 日（予定）からとなります。
（4）発送先が学校の場合は学校名を明記してください。
（5）領収証が必要な場合は、払込票片のコピーと返信用封筒（切手貼付、住所・氏名を記入）を同封して請求
してください。◆お問い合わせ 電話 03-3234-6028 ｉｎｆｏ＠ａｊｂａ．ｏｒ．ｊｐ（全日吹連）

◆編成表◆
Piccolo
Flutes1.2
Oboe
Bassoon
E ♭ Clarinet
Clarinets1.2.3
Alto Clarinet
Bass Clarinet
Alto Saxophones1.2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Trumpets1.2.3
Horns1.2.3
Horn4
Trombones1.2.3
Euphonium
Tuba
String Bass

Ⅰ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ⅱ
●
●
option
option
option
●
option
●
●
●
●
●
●

Ⅲ
●
●
option
option
option
●
option
●
●
●
●
●
●

Ⅳ Ⅴ
● ● Timpani
● ● Snare Drum
● ● 2 Bass Drum
● ● 2 Crash Cymbals
● ● Suspended Cymbal
● ● Triangle
● ● Tambourine
● ● Claves
● ● Maracas
● ● Whip
● ● Wind Chime
● ● 2 Bongos
● ● 2 Wood Blocks
● ● 3 Tom-toms
●
●
● ● Tam-tam
●
●
● ● Xylophone
●
●
● ● Glockenspiel
option option ● ● Vibraphone
Tubularbells
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Ⅰ
●
●
●
●
●
●

Ⅱ
●
●
●
●

Ⅲ
●
●
●
●

Ⅳ
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●
●

●
●

Ⅴ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

会議報告

第 3 号議案
2017 年度秋季事業全国大会出演順決定の件
村山副理事長より提案・説明があり、挙手に
より承認可決された。

理事会

7 月 7 日（金） アルカディア市ヶ谷
決議事項
第 1 号議案
2018 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲決定の件
林常任理事より提案・説明があり、曲順も含
めて挙手により承認可決された。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

古き森の戦記／塩見康史（第 28 回朝日作曲
賞受賞作品）
マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ／一ノ瀬
季生
吹奏楽のための「ワルツ」／高 昌帥（委嘱）
コンサート･マーチ「虹色の未来へ」／郷間
幹男
エレウシスの祭儀／咲間貴裕（第 10 回全日
本吹奏楽連盟作曲コンクール第１位作品）

第 2 号議案
2017・2018 年度役員業務分担決定の件
丸谷理事長より提案・説明があり、挙手によ
り承認可決された。
理事
（総括）丸谷明夫（理事長）
（総務担当）中澤正人（副理事長）
（総務部）
（広報、諸規定管理、危機管理）
○井田重芳
（財務部）
（財務）○佐藤道郎
（開発・振興部）
（課題曲関係、少子化対策）
○林 尚彦
（事業担当）村山英一（副理事長）
（第一事業部・吹奏楽コンクール）○八尋清
繁、石塚武男、鈴木芳夫、竹田大助、町田真
左志
（第二事業部・アンサンブルコンテスト）○米
田正博、一村弘幸、大滝 実、田中義啓
（第三事業部・小学校バンドフェスティバル、
マーチングコンテスト）○祐川俊樹、安藤繁
秋、石津谷治法、植田 薫、櫻井和也
（事業共催・朝日新聞社）○上村義夫
○…部長（常任理事）部長以外は 50 音順
監事
味岡 亘、加藤豊樹（加藤会計事務所）

第 4 号議案
2017 年度全国大会審査に関するＡ・Ｂ・Ｃの個
数の件
村山副理事長より、2016 年度同様の個数とす
る旨の提案・説明があり、挙手により承認可決
された。
ＡＢＣの個数（2017 年度大会）
審査内規第３条の「審査員が付ける Ａ・Ｂ・
Ｃの数」については、下記のとおり。
吹奏楽コンクール
15 団体・・Ａ（5）Ｂ（5）Ｃ（5）
13 団体・・Ａ（5）Ｂ（4）Ｃ（4）
小学校バンドフェスティバル
18 団体・・Ａ（6）Ｂ（6）Ｃ（6）
マーチングコンテスト
25 団体・・Ａ（9）Ｂ（8）Ｃ（8）
アンサンブルコンテスト
22 団体・・Ａ（8）Ｂ（7）Ｃ（7）
【高等学校、
中学校、職場・一般の部】
11 団体・・Ａ（4）Ｂ（4）Ｃ（3）
【大学の部】
第 5 号議案
アンサンブルコンテスト出演順の件
出演順を「編成順」から「抽選順」に変更す
る。2017 年度を周知期間とし、2018 年度より実
施する。
米田常任理事より提案・説明があり、挙手に
より承認可決された。
協議事項
1 ．総会の反省
（1）定時総会
（2）協議会
（3）懇親会
（4）決算
2 ．全国大会（秋季事業）審査員候補一覧
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お知らせ

3 ．定時総会・協議会報告について
7 月号に掲載。
4 ．その他
（1）コンクール中学校の部と高等学校の部、マ
ーチングコンテスト高等学校以上の部の「一般
向けチケット販売方法」について
昨年度から、抽選後、当選者へのチケットの
引換期間を本番の「3 日前」からとしたが、参
加団体からの要望もあり、今年度は「4 日前」
からとする。
（2）80 周年について
「80 年史」と「マーチング啓発 DVD」を発行
する方向で検討していく。
（3）今後の全国大会、総会開催場所について

● 2017 年度記念バッジデザイン決定
吹奏楽コンクール、小学校バンドフェスティ
バル、マーチングコンテスト、アンサンブルコ
ンテストの各全国大会記念バッジデザイン公募
の結果、応募総数 98 点の中から下記の作品が選
ばれました。
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［入選］ 鈴木勝也（京都府）
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北海道札幌新川高／米田浩哉（札幌）〔Ⅱ〕歌劇「つばめ」より（G.プッチーニ）
北海道北広島高／山崎嘉将（札幌）〔Ⅰ〕交響詩「モンタニャールの詩」
（ J.ヴァン＝
デル＝ロースト）
北海道旭川永嶺高／吉川和孝（旭川）〔Ⅰ〕いにしえの時から（ J.ヴァン＝デル＝ロ
ースト）
北海道帯広三条高／島田聖二（帯広）〔Ⅰ〕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）
北海道札幌白石高／鈴木恭輔（札幌）〔Ⅳ〕シネマ・シメリック（天野正道）
北海道滝川西高／田辺新一（空知）〔Ⅳ〕カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジ
ュリエット」その愛と死〜（天野正道）
北海道旭川商業高／佐藤淳（旭川）〔Ⅳ〕歌劇「トスカ」より（G.プッチーニ）
北海道名寄高／村松勇太（名寄）〔Ⅱ〕たなばた（酒井格）
北海道北見緑陵高／河西未来生（北見）〔Ⅲ〕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）
北海道苫小牧西高／村田崇（日胆）〔Ⅰ〕交響曲第1番「アークエンジェルズ」より
（F.チェザリーニ）
北海道稚内高／池田結衣
（稚内）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発されて－
（真島俊夫）
北海道大麻高／森義弘（札幌）〔Ⅲ〕楽劇「サロメ」より（R.シュトラウス）
北海道釧路北陽高／髙尾学（釧路）〔Ⅳ〕歌劇「トスカ」第3幕より（G.プッチーニ）
北海道室蘭清水丘高／三浦徹也（日胆）〔Ⅰ〕キメラ〜ウインドオーケストラのため
の〜（高昌帥）

●高等学校 A 編成

北海道芦別高／紫原高次（空知） 喜歌劇「スペードの女王」序曲（F.スッペ）
北海道江別高／森田槇子（札幌） リバーダンス（B.ウィーラン）
北海道札幌東商業高／元木平和（札幌） バレエ音楽「パリの喜び」
（ J.オッフェンバ
ック）
北海道羽幌高／大橋克哉（留萌） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
北海道羅臼高／藤野一輝（釧路） 果てしない頂（R.W.スミス）
北海道美幌高／武田侑子（北見） セドナ（S.ライニキー）
北海道浦河高／瀬尾武嗣（日胆） 交響詩曲「西遊記」
（福島弘和）
帯広大谷高／吉田剛史（帯広） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
函館ラ・サール中・高／菱沼一哉（函館） 組曲「動物の謝肉祭」より
（C.サン＝サーンス）
北海道札幌厚別高／平塚美香（札幌） 歌劇「ラ・ボエーム」より
（G.プッチーニ）
北海道名寄産業高／吉田沙織（名寄） ポロヌプ（大平原）
（酒井格）
北海道釧路東高／諸橋征爾（釧路） 草薙の剣（広瀬勇人）
北海道浜頓別高／鈴木千尋（稚内） ブローニュの森（樽屋雅徳）
北海道栄高／佐藤鮎実（日胆） 救いの時の告知〜ジーザス・クライスト〜（片岡寛晶）
立命館慶祥高／田中貴（札幌） 桜花の光跡（高昌帥）
北海道江差高／野村啓介（函館） 遠つ人〜雁金の宰〜（樽屋雅徳）
北海道旭川南高／西條真人（旭川） ミュージカル「ミス・サイゴン」より（ C.M.シェー
ンベルグ）

●高等学校 C 編成

8月31日㈭・9月1日㈮・2日㈯・3日㈰ … 札幌コンサートホール
Kitara（大ホール）

第62回北海道吹奏楽コンクール

札幌市立新琴似中／青木雄亮（札幌） 森の贈り物（酒井格）

●中学校 B 編成

美幌町立美幌中／河西恭子（北見） プロメテウスの雅歌（鈴木英史）
江別市立江別第二中／西井雅司（札幌） 歌劇「レイモン」序曲（A.トマ）
八雲町立八雲中／白岩優拓（函館） 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（ F.レ
ハール）
函館市立湯川中／成田秀臣（函館） 交響的詩曲「走れメロス」
（福島弘和）
旭川市立神居東中／西森加奈（旭川） プロメテウスの雅歌（鈴木英史）
石狩市立花川南中／星野満（札幌） エジプトの秘境にて（A.ケテルビー）
池田町立池田中／田中雄（帯広）「弦楽四重奏曲第2番」より（B.バルトーク）
三笠市立三笠中／八木橋毅（空知） ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノ
ステルⅡ」
（八木澤教司）
洞爺湖町立虻田中／三浦博史（日胆） ハンガリーの風景（B.バルトーク）
北見市立南中／熊谷正人（北見）「舞踏組曲」より（B.バルトーク）
北海道教育大学附属釧路中／齊藤貴文（釧路） 森にいだかれて（福島弘和）
遠軽町立南中／竹内正斉（北見） メトロプレックス（R.シェルドン）
天塩町立天塩中／本多未和（留萌） いつか見た海（足立正）
岩見沢市立栗沢中／柳沼浩次（空知） マードックからの最後の手紙（樽屋雅徳）
北海道教育大学附属函館中／木村奈々（函館） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島
弘和）
幕別町立札内中／千葉順子（帯広） 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション（ F.レ
ハール）
恵庭市立恵庭中／岡塚紀彦（札幌）「異国」より（M.モシュコフスキー）
苫小牧市立苫小牧東中／渡邉博之（日胆） 歌劇「レイモン」序曲（A.トマ）
士別市立士別南中／土島やよい（名寄） 乱世の神威 幸村（樽屋雅徳）
旭川市立旭川中／松田奈々（旭川） 西遊記〜天竺への道（広瀬勇人）
札幌市立新川西中／菅原由華（札幌） バレエ音楽「風変わりな店」組曲より（O.レス
ピーギ）
厚岸町立真龍中／片桐一成（釧路） 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）
函館市立潮見中／髙神典子（函館） マカーム・ダンス〜ウィンド・アンサンブルのた
めに（片岡寛晶）
室蘭市立港北中／鈴木慶紀（日胆） マカーム・ダンス〜ウィンド・アンサンブルのた
めに（片岡寛晶）
稚内市立稚内南中／松嶋涼子（稚内） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）

●中学校 C 編成

北海道遠軽高／髙橋利明（北見）〔Ⅳ〕交響曲第1番「アークエンジェルズ」
より
（F.チ
ェザリーニ）
北海道岩見沢東高／三浦秀倫（空知）〔Ⅳ〕交響曲第2番「キリストの受難」
より
（F.フ
ェラン）
札幌日本大学高／木田恵介（札幌）〔Ⅴ〕歌劇「アラベラ」
（R.シュトラウス）
東海大学付属札幌高／井田重芳（札幌）〔Ⅳ〕富士山－北斎の版画に触発されて－
（真島俊夫）
北海道函館中部高／高田祥之（函館）〔Ⅳ〕交響曲「ワインダーク・シー」
（J.マッキー）
北海道留萌高／米倉幸子（留萌）〔Ⅴ〕
「竹取物語」より（三善晃）
遺愛女子高／高久健一（函館）〔Ⅰ〕蒼氓愛歌〜三つの異なる表現で〜（清水大輔）
北海道芽室高／太田究（帯広）〔Ⅰ〕吹奏楽のための交響曲第1番（C.T.スミス）

北海道教育大学旭川校／垂水智哉（旭川） ミュージカル「ミス・サイゴン」より
（C.M.シェーンベルグ）
函館工業高等専門学校／倉山めぐみ（函館） 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクショ
ン（F.レハール）
帯広畜産大学／芳野光一（帯広） ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.ギリングハム）
北海道教育大学釧路校／笹本裕一（釧路） パガニーニの主題による狂詩曲（S.ラフ
マニノフ）

●大学小編成

北海道網走桂陽高／矢内美沙代（北見） 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
（P.マスカーニ）
北海道函館商業高／若佐紀充（函館） スクーティン・オン・ハードロック（ D.ホルジ
ンガー）
北海道札幌平岸高／佐藤満（札幌）「エニグマ変奏曲」より（E.エルガー）
北海道札幌北高／笠原禎（札幌） アルプスの少女（田村文生）
北海道帯広緑陽高／佐藤和彦（帯広） 絵のない絵本（改訂版）
（樽屋雅徳）
旭川大学高／川島明人（旭川） 秘儀Ⅳ〈行進〉
（西村朗）
北海道士別翔雲高／上口徹也（名寄） 乱世の神威 幸村（樽屋雅徳）
北海道苫小牧南高／平井恵一（日胆） バンヤルカ（J.デ＝ハーン）
稚内大谷高／山本雅克（稚内） ノアの方舟（樽屋雅徳）
北海道釧路湖陵高／菊地貴広（釧路） 喜歌劇「スペードの女王」序曲（F.スッペ）
北海道砂川高／佐藤慎也（空知） マードックからの最後の手紙（樽屋雅徳）

●高等学校 B 編成

伊達市立伊達中／菊地俊克（日胆） マリアの七つの悲しみ（樽屋雅徳）
旭川市立六合中／大熊勝映（旭川） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
帯広市立緑園中／阪本幸子郎（帯広） バレエ音楽「恋は魔術師」より（M.ファリャ）
札幌市立柏中／関信宏（札幌） 鳳凰〜仁愛鳥譜（鈴木英史）
七飯町立大中山中／伊早坂忠（函館） ゴースト・トレイン（E.ウィテカー）
札幌市立羊丘中／小野勝廣（札幌） カプレーティとモンテッキ 〜「ロメオとジュリ
エット」その愛と死〜（天野正道）
札幌市立宮の森中／浜坂幸江（札幌） スペイン狂詩曲（F.リスト）
釧路市立青陵中／下野麻実（釧路） ミュージカル「ミス・サイゴン」より（ C.M.シェ
ーンベルグ）
羽幌町立羽幌中／赤川沙織（留萌） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠船
神（片岡寛晶）
北見市立光西中／三木田秀明（北見）「交響曲第5番」より（M.アーノルド）
名寄市立名寄中／氏家彰太（名寄） 沢地萃（天野正道）
札幌市立屯田中央中／下坂哲也（札幌） バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より
（O.レスピーギ）
稚内市立稚内東中／小川弘晴（稚内） アポロ：神話と伝説（R.ロメイン）
深川市立深川中／佐藤圭佑（空知） バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（ O.レ
スピーギ）
旭川市立緑が丘中／山口清司（旭川） 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語に
よる（大栗裕）
札幌市立伏見中／中島史紀（札幌） 舞踏組曲（B.バルトーク）
釧路市立景雲中／梅本茉依（釧路） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
幕別町立札内東中／江田菜摘（帯広） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠
船神（片岡寛晶）
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札幌市立手稲宮丘小／佐藤幸平（札幌） シャローム！（P.スパーク）
網走市立網走小／上杉一弘（北見） ブラスバンドのための小組曲第1番（ M.アーノ
ルド）
留萌市立東光小／小沼清美（留萌） バンドのための民話（J.コウディル）
遠軽町立遠軽小／加藤玲奈（北見） ブラスバンドのための小組曲第1番（ M.アーノ
ルド）
釧路市立共栄小／水上翔（釧路） かなたの空（足立正）
深川市立深川小／川田恵子（空知） ウィロウ・グローヴ（R.シェルドン）
北斗市立久根別小／日登晶子（函館） 西遊記〜天竺への道（広瀬勇人）
岩見沢市立南小／坂崎恵香（空知） ブランドン・ベイ（E.ハックビー）
札幌市立南月寒小／三上力（札幌） 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」
（八木澤教司）
北斗市立上磯小／古川典之（函館） ザ・レッド・マシーン（P.グラハム）
苫小牧市立豊川小／木村美沙（日胆） 伝説の荒野（酒井格）

●小学校

苫小牧市立啓北中／石岡健（日胆）〔Ⅲ〕交響曲第5番「革命」より（ D.ショスタコー
ヴィチ）
函館市立戸倉中／木下浩平（函館）〔Ⅱ〕バレエ音楽「白鳥の湖」より（ P.I.チャイコ
フスキー）
江別市立江別第一中／武田靖博（札幌）〔Ⅱ〕序曲「ピータールー」
（M.アーノルド）
網走市立第一中／橋本一歩（北見）〔Ⅳ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よ
り（高昌帥）
北斗市立浜分中／今野聡
（函館）〔Ⅳ〕
交響曲第2番
「キリストの受難」
より
（F.フェラン）
新十津川町立新十津川中／桑島誠（空知）〔Ⅱ〕
「小組曲」より（C.ドビュッシー）
札幌市立厚別南中／長田栄二（札幌）〔Ⅰ〕歌劇「ポーギーとベス」より（ G.ガーシュ
イン）
留萌市立留萌中／北野志穂子（留萌）〔Ⅱ〕マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋
雅徳）
札幌市立清田中／多米恵理子（札幌）〔Ⅳ〕キリストの復活〜ゲツセマネの祈り〜
（樽屋雅徳）
帯広市立南町中／宗岡芳樹（帯広）〔Ⅱ〕ミュージカル「レ・ミゼラブル」より（C.M.シ
ェーンベルグ）
札幌市立白石中／明石龍典（札幌）〔Ⅱ〕交響曲第5番「革命」より（ D.ショスタコー
ヴィチ）
東神楽町立東神楽中／菅野哲也（旭川）〔Ⅰ〕交響曲第2番｢キリストの受難｣（F.フ
ェラン）
札幌市立厚別北中／脇澤肇（札幌）〔Ⅱ〕カプレーティとモンテッキ 〜「ロメオとジ
ュリエット」その愛と死〜（天野正道）
札幌市立啓明中／田中義啓（札幌）〔Ⅲ〕歌劇「フェドーラ」より（U.ジョルダーノ）
芽室町立芽室中／吉田操織（帯広）〔Ⅱ〕ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（ D.ギリ
ングハム）
北斗市立上磯中／中條淳也（函館）〔Ⅲ〕交響曲「ワインダーク・シー」より（ J.マッ
キー）
釧路町立富原中／久保田稚子（釧路）〔Ⅳ〕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）
苫小牧市立明倫中／谷保範行（日胆）〔Ⅱ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜
（福島弘和）
稚内市立潮見が丘中／松嶋和雄
（稚内）〔Ⅱ〕
梁塵秘抄－熊野古道の幻想－
（福島弘和）
岩見沢市立光陵中／石黒亮介（空知）〔Ⅱ〕序曲「ピータールー」
（M.アーノルド）

●中学校 A 編成

名寄市立大学／五十公野七海（名寄） 三日月の彼方（高橋宏樹）
酪農学園大学／北澤克支（札幌） アクアリウム（J.デ＝メイ）

●職場・一般小編成

旭川シビックウインドオーケストラ／泉修（旭川）〔Ⅰ〕シェイクスピア・ピクチャー
ズ（N.ヘス）
留萌市民吹奏楽団／鳥越浩一（留萌）〔Ⅱ〕喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクショ
ン（E.カールマン）
ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール／仲田守（札幌）〔Ⅳ〕
「善良な兵士シュヴェイ
ク」組曲より（R.クルカ）
滝川吹奏楽団／鷲尾昌法（空知）〔Ⅲ〕祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ）
釧路町吹奏楽団／田中健三（釧路）〔Ⅳ〕シネマ・シメリック（天野正道）
十勝ウィンドシンフォニー／藤岡剛（帯広）〔Ⅰ〕管弦楽組曲「第六の幸運をもたら
す宿」より（M.アーノルド）
札幌ブラスバンド／米田浩哉（札幌）〔Ⅳ〕交響曲第2番「キリストの受難」より
（F.フ
ェラン）
苫小牧市民吹奏楽団／村田崇（日胆）〔Ⅰ〕交響曲第3番（J.バーンズ）
札幌吹奏楽団／菅原克弘（札幌）〔Ⅲ〕
「舞踏組曲」より（B.バルトーク）
北見吹奏楽団／松田彰光（北見）〔Ⅰ〕交響詩「モンタニャールの詩」
（ J.ヴァン＝デ
ル＝ロースト）
上磯吹奏楽団／髙橋徹（函館）〔Ⅳ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高
昌帥）

●職場・一般

北海道教育大学／三笠裕也（函館）〔Ⅴ〕エリオトロピスム〜光に向かうこころ（長
生淳）
北海学園大学／河井裕司（札幌）〔Ⅴ〕吹奏楽のための協奏曲（高昌帥）

●大学

The ☆Pleasure Brass／長谷川美樹
（函館） 歌劇「アイーダ」セレクションより
（G.ヴ
ェルディ）
WINDS・BAND レルシア／川本孝（空知） 宇宙の音楽（F.スパーク）
髙橋水産吹奏楽団Klingen ／大島清之（札幌） バレエ音楽「ガイーヌ」より（ A.I.ハ
チャトゥリアン）
室蘭フォルクブラスカペレ／三浦徹也（日胆） 3つのアメリカの風景（広瀬勇人）
アンサンブルフレンズ・ノ・メール／佐藤遵（留萌） 海峡をわたる風（福島弘和）
名寄吹奏楽団／菅浩二（名寄） 波の見える風景（改訂新版）
（真島俊夫）
稚内吹奏楽団／杉谷賢俊（稚内） アスファルト・カクテル（J.マッキー）
根室市民吹奏楽団／須貝雄太郎（釧路） 桜華幻想（福島弘和）
美幌吹奏楽団／牛島義蔵（北見）「メリー・マウント組曲」より（H.ハンソン）
吹奏楽団ポコ ア ポコ／島田聖二（帯広） 管楽器のためのソナタ（伊藤康英）
たかす吹奏楽団／本間幸治（旭川） セレブレイト（清水大輔）

札幌市立札苗緑小／多田宏江（札幌） シャローム！（P.スパーク）
旭川市立神居東小／永井悦子（旭川） コンチェルト・ダモーレ（J.デ＝ハーン）
札幌市立屯田西小／天日彰子（札幌） ブラスバンドのための小組曲第1番（ M.アー
ノルド）
足寄町立足寄小／石川愛（帯広） デジタル・プリズム（L.クラーク）
旭川市立千代田小／三浦舞（旭川） ゲールフォース（P.グラハム）
帯広市立稲田小／篠原匡人（帯広） 北の鳥たち（広瀬勇人）
旭川市立永山小／吉岡音井（旭川） マカーム・ダンス〜ウインド・アンサンブルの
ために（片岡寛晶）
東神楽町立東聖小／増谷徹（旭川） ゴールデン・レディ（G.リチャーズ）
遠軽町立南小／小関直幸（北見） コードによる変奏曲（J.デ＝ハーン）
釧路市立昭和小／鈴木淑晴（釧路） パルス・オブ・ジ・アース〜蒼い星の鼓動〜（岩
村雄太）

第60回東北吹奏楽コンクール

仙台市立向陽台中／佐藤啓子（宮城）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）
滝沢市立滝沢南中／多田英哉（岩手）〔Ⅰ〕狂詩曲「春の訪れ」
（F.ブリッジ）
山形市立第三中／石井均（山形）〔Ⅰ〕
「竹取物語」より（三善晃）
青森市立筒井中／鈴木あづさ（青森）〔Ⅱ〕信長〜ルネサンスの光芒（鈴木英史）
横手市立横手南中／古瀬雅子（秋田）〔Ⅱ〕ウィークエンド・イン・ニューヨーク（P.ス
パーク）
南相馬市立原町第一中／阿部和代（福島）〔Ⅰ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記
憶〜（福島弘和）
仙台市立東仙台中／高橋保（宮城）〔Ⅰ〕三つのジャポニスム（コンポーザーズ・エ
ディション）
（真島俊夫）

●中学校の部

明桜高／石崎聖也（秋田）〔Ⅰ〕バレエ音楽「サロメの悲劇」より（F.シュミット）
岩手県立黒沢尻北高／加藤忠樹（岩手）〔Ⅳ〕ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏
曲（Z.コダーイ）
宮城県多賀城高／平山俊幸（宮城）〔Ⅴ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」
（ B.バ
ルトーク）
東海大学山形高／大沼智幸（山形）〔Ⅲ〕交響曲第2番「キリストの受難」
（ F.フェラ
ン）
福島県立平商業高／藤林二三夫（福島）〔Ⅰ〕シャコンヌ ホ短調（D.ブクステフーデ）
青森山田中学高／髙橋太郎（青森）〔Ⅲ〕リミナル（J.マッキー）
福島県立郡山高／松延光一郎（福島）〔Ⅱ〕バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より
（O.レスピーギ）
青森県立弘前実業高／髙橋伸光（青森）〔Ⅳ〕フェスティバル・ヴァリエーション
（C.T.スミス）
山形県立山形中央高／佐藤誠基（山形）〔Ⅳ〕交響変奏曲（平吉毅州）
宮城県泉館山高／松本尚樹（宮城）〔Ⅳ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島
俊夫）
秋田県立秋田中央高／佐々木雅子（秋田）〔Ⅲ〕歌劇「アンドレア・シェニエ」より
（U.ジョルダーノ）
岩手県立宮古高／佐藤允治（岩手）〔Ⅳ〕歌劇「イーゴリ公」より（A.ボロディン）
福島県立磐城高／橋本葉司（福島）〔Ⅴ〕歌劇「エレクトラ」より（R.シュトラウス）
山形県立山形東高／工藤吉隆（山形）〔Ⅴ〕バッハの名による幻想曲とフーガ（ F.リ
スト）
秋田県立秋田南高／奥山昇（秋田）〔Ⅴ〕
「交響曲」より（矢代秋雄）
聖ウルスラ学院英智高／及川博暁（宮城）〔Ⅴ〕魁響の譜（三善晃）
青森県立八戸商業高／小笠原伸二（青森）〔Ⅴ〕楽劇「サロメ」より（R.シュトラウス）
専修大学北上高／安藤拓也（岩手）〔Ⅲ〕｢アイ･ガット･リズム｣ 変奏曲（ G.ガーシ
ュイン）
福島県立湯本高／小山田浩（福島）〔Ⅳ〕交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
秋田県立秋田高／浦伸之（秋田）〔Ⅴ〕交響詩「フィンランディア」
（J.シベリウス）
青森県立三本木高／田中拓也（青森）〔Ⅱ〕歌劇「タイス」より（J.マスネ）
岩手県立盛岡第三高／佐藤清一（岩手）〔Ⅰ〕
「幻想交響曲」より（H.ベルリオーズ）
宮城県仙台第三高／菅野淳一（宮城）〔Ⅲ〕ディオニソスの祭（F.シュミット）
山形県立山形北高／豊島真紀（山形）〔Ⅳ〕
「スペイン狂詩曲」より（M.ラヴェル）

●高等学校の部

8月26日㈯・27日㈰ … 郡山市民文化センター
9月09日㈯・10日㈰ … 仙台銀行ホール イズミティ21
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秋田県立仁賀保高／鈴木綾子（秋田） 組曲「虫」より（R.シシー）
岩手県立千厩高／熊谷裕子（岩手） 鼓響…故郷（天野正道）
青森県立青森北高／太田英毅（青森） いにしえの夕影に（石毛里佳）
山形県立鶴岡中央高／池野克哉（山形） ゴースト・トレイン（E.ウィテカー）
福島県立原町高／齋藤直人（福島） 交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
明成高／大石信彦（宮城） 白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛（福島弘和）

●高等学校小編成の部

山形市立第二小／久松元（山形） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
盛岡市立城北小／皆川洋祐（岩手） ブレス・オブ・ガイア（建部知弘）
仙台市立荒町小／小林道治（宮城） 交響的神話「木花之佐久夜姫」
（青島譲二）
矢吹町立善郷小／皆川幸子（福島） 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
大仙市立中仙小／斎藤聡（秋田） 秋風の旅人（足立正）
弘前市立文京小／髙木康之（青森） フニクリ・フニクラ狂詩曲（L.ダンツァ）
仙台市立沖野東小／加藤主計（宮城） いつも風 巡り会う空（福島弘和）
大仙市立四ツ屋小／照井政裕（秋田） 未来が変わる時（富士原裕章）
米沢市立東部小／古川美香（山形） 夢幻の如くなり（広瀬勇人）
矢巾町立煙山小／田中克徳（岩手） 喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レハール）
いわき市立湯本第一小／大町正浩（福島） 交響詩曲「西遊記」
（福島弘和）
八戸市立白銀南小／橋本扶美子（青森） 海峡をわたる風（福島弘和）
いわき市立植田小／三瓶孝（福島） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
八戸市立新井田小／井畑英夫（青森） 遠つ人〜雁金の宰〜（樽屋雅徳）
岩手大学教育学部附属小／大槻幸（岩手） 眩い星座になるために…（八木澤教司）
仙台市立榴岡小／伊藤賢司（宮城） 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション（ E.カ
ールマン）
米沢市立西部小／國井彩佳（山形） 星の眠るところ（R.フォード）
秋田市立勝平小／秋元和人（秋田） プリズム（P.グラハム）

●小学校の部

湯沢市立湯沢北中／佐藤久美子（秋田）〔Ⅰ〕シネマ・シメリック（天野正道）
いわき市立平第三中／田中純（福島）〔Ⅰ〕交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
山形市立第十中／斎藤真知子（山形）〔Ⅱ〕ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲
（Z.コダーイ）
岩手大学教育学部附属中／柿崎倫史（岩手）〔Ⅰ〕
「イーストコーストの風景」より
（N.ヘス）
五所川原市立五所川原第一中／岩渕智哉（青森）〔Ⅰ〕復興（保科洋）
仙台市立第一中／髙橋浩史（宮城）〔Ⅳ〕
「交響曲」より（矢代秋雄）
秋田市立山王中／木内恒（秋田）〔Ⅲ〕
「管弦楽のための協奏曲」より
（B.バルトーク）
五所川原市立金木中／高橋和久（青森）〔Ⅰ〕メトロポリス1927（ P.グラハム）
いわき市立植田中／石井直樹（福島）〔Ⅱ〕パガニーニの主題による狂詩曲（ S.ラフ
マニノフ）
北上市立上野中／柿沢香織（岩手）〔Ⅲ〕バレエ組曲「火の鳥」より（ I.ストラヴィン
スキー）
山形市立第六中／小関恵美（山形）〔Ⅳ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島
俊夫）
郡山市立郡山第三中／南由美子（福島）〔Ⅳ〕ドラゴンの年（P.スパーク）
仙台市立宮城野中／佐々木香奈（宮城）〔Ⅳ〕歌劇「アンドレア・シェニエ」より（U.ジ
ョルダーノ）
盛岡市立北陵中／吉田哲（岩手）〔Ⅳ〕セント・アンソニー・ヴァリエーション（W.ヒル）
秋田市立桜中／長谷川拓郎
（秋田）〔Ⅰ〕歌劇「トゥーランドット」
より
（G.プッチーニ）
山形市立第四中／大風みのり（山形）〔Ⅰ〕バベルの塔（広瀬勇人）
むつ市立田名部中／古川清英（青森）〔Ⅱ〕
「アルメニアンダンス・パートⅡ」より
（A.リード）

●大学の部

ザ・ウィンド・オーケストラ仙台／金山智之（宮城）〔Ⅲ〕交響的断章（V.ネリベル）
パシフィック・ブラス・オルケスタ／佐々木駿（岩手）〔Ⅰ〕バレエ音楽「ダフニスと
クロエ」第2組曲より（M.ラヴェル）
弘前市吹奏楽団／山内一泰（青森）〔Ⅲ〕ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（ D.ギリ
ングハム）
酒田吹奏楽団／大石信彦（山形）〔Ⅱ〕ウインドオーケストラのためのバラッド（高
昌帥）
NG吹奏楽団／大野多加志（秋田）〔Ⅰ〕交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
吹奏楽団「凛」／佐藤悟（福島）〔Ⅳ〕
「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ
短調」より（J.S.バッハ）
大曲吹奏楽団／小塚類（秋田）〔Ⅳ〕
「交響曲第2番」より（S.ラフマニノフ）
寒河江吹奏楽団／大宮裕一（山形）〔Ⅳ〕
「散歩、日傘をさす女性」－クロード・モネ
に寄せて（八木澤教司）
名取交響吹奏楽団／楊鴻泰（宮城）〔Ⅳ〕アウディヴィ・メディア・ノクテ（ O.ヴェー
スピ）

●職場・一般の部

七ヶ浜町立七ヶ浜中／夛田真一（宮城） 秘儀Ⅱ（西村朗）
米沢市立第五中／野川裕之（山形） 組曲「虫」より（R.シシー）
いわき市立小名浜第一中／上川俊之（福島） 組曲「動物の謝肉祭」より（C.サン=サ
ーンス）
三沢市立第一中／酒田建（青森） 目覚める天使たち（D.ギリングハム）
久慈市立久慈中／濱田弥（岩手） 内触覚的変容（天野正道）
鹿角市立八幡平中／三浦礼（秋田） 瑜伽行中観〜吾妻鏡異聞〜（天野正道）
仙台市立八軒中／菊地憲昭（宮城） 元禄（櫛田胅之扶）
大館市立南中／工藤育子（秋田） マカーム・ダンス〜ウィンド･アンサンブルのため
に（片岡寛晶）
相馬市立中村第二中／田代研一（福島） 秘儀Ⅳ〈行進〉
（西村朗）
つがる市立森田中／三戸みゆき（青森） スク―ティン・オン・ハードロック（ D.ホル
ジンガー）
北上市立江釣子中／鈴木優子（岩手） 秘儀Ⅱ（西村朗）
仙台市立中山中／髙橋和歌子（宮城） 緑〜微分音,クラスター及び音密度収束と拡
散の為のエチュード〜（天野正道）
山形市立金井中／菊地美紀（山形） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠船
神（片岡寛晶）

●中学校小編成の部

弘前大学／鈴木祐斗（青森）〔Ⅰ〕プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
東北福祉大学／松﨑泰賢（宮城）〔Ⅲ〕ヴィンクロ・エテルノ（八木澤教司）
秋田大学／金子千尋（秋田）〔Ⅲ〕歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ）
岩手大学／牛渡克之（岩手）〔Ⅰ〕エクストリーム・ベートーヴェン（J.デ=メイ）
山形大学／田村大輝（山形）〔Ⅰ〕プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
いわき明星大学／根本直人（福島）〔Ⅳ〕幻想曲とフーガ ハ短調（J.S.バッハ）

岩手県立不来方高／千葉英二（岩手） イマジン・イフ・ユー・ウィル（T.マー）
舘田学園五所川原第一高／佐々木隆一（青森） 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ー（P.ウイリアムス）
秋田県立大曲農業高／羽川尚（秋田） 秘儀Ⅳ<行進>（西村朗）
仙台城南高／佐藤学（宮城） バンダ・セグエンテ〜10人の可能性を求めて〜（片岡寛
晶）
福島県立いわき光洋高／八代悦二郎（福島） アダージョ・スウォヴィアンスキェ
ドゥルゥギェ（天野正道）
鶴岡東高／森木茂（山形） 復興（保科洋）

三浦学苑高／畠山崇（神奈川）〔Ⅳ〕
「幻想交響曲」より（H.ベルリオーズ）
千葉県立小金高／中島正考（千葉）〔Ⅴ〕トリトン・エムファシス（長生淳）
千葉県立千葉商業高／鈴掛直子（千葉）〔Ⅳ〕交響曲「ワインダーク・シー」より（J.マ
ッキー）
栃木県立石橋高／岩原篤男（栃木）〔Ⅴ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」
（ B.バ
ルトーク）
東海大学付属相模高／矢島周司（神奈川）〔Ⅰ〕交響曲第1番「アークエンジェルズ」
より（F.チェザリーニ）
川崎市立橘高／高田亮（神奈川）〔Ⅴ〕
「プラハのための音楽1968」より（K.フサ）
神奈川県立相模原高／安西雄紀（神奈川）〔Ⅴ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
大成女子高／船山貴司（茨城）〔Ⅴ〕ルイ･ブージョワーの賛歌による変奏曲（C.T.ス
ミス）
横浜創英中・高／常光誠治（神奈川）〔Ⅲ〕
「怒り」〜広島に想いを寄せて〜（島田尚美）
作新学院高／三橋英之（栃木）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島俊夫）
神奈川県立横浜緑ケ丘高／山口一郎（神奈川）〔Ⅱ〕いにしえの時から（ J.ヴァン＝
デル＝ロースト）
聖徳大学附属取手聖徳女子中・高／高橋友子（茨城）〔Ⅲ〕トッカータとフーガ ニ
短調（J.S.バッハ）
水戸女子高／木村達也（茨城）〔Ⅲ〕交響曲第5番「革命」より（ D.ショスタコーヴィ
チ）
千葉県立幕張総合高／伊藤巧真（千葉）〔Ⅴ〕天頂の恋（長生淳）
船橋市立船橋高／高橋健一
（千葉）〔Ⅲ〕組曲「ガイーヌ」
より
（A.I.ハチャトゥリアン）
神奈川県立弥栄高／柏木葉二（神奈川）〔Ⅰ〕交響曲「ワインダーク・シー」
（ J.マッ
キー）
柏市立柏高／石田修一（千葉）〔Ⅳ〕パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクス
タティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ（天野正道）
千葉市立稲毛高／神谷会美（千葉）〔Ⅱ〕ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォ
ルム・ドゥ・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）
横浜市立戸塚高／高橋典秀（神奈川）〔Ⅴ〕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）
栃木県立宇都宮南高／西垣徹（栃木）〔Ⅳ〕バッハの名による幻想曲とフーガ（ F.リ
スト）
習志野市立習志野高／石津谷治法（千葉）〔Ⅳ〕歌劇「イーゴリ公」より（ A.ボロデ
ィン）
神奈川県立座間高／植竹秀文（神奈川）〔Ⅴ〕ヒロイック・サガ（R.ジェイガー）

●高等学校の部 A 部門

9月02日㈯・03日㈰ … よこすか芸術劇場
9月09日㈯・10日㈰ … 宇都宮市文化会館
9月16日㈯・17日㈰ … ひたちなか市文化会館

第23回東関東吹奏楽コンクール

盛岡吹奏楽団／建部知弘（岩手）〔Ⅱ〕サンサーラ〜天に召されし者へ〜（高昌帥）
八戸ウインドアンサンブル／佐藤憲一（青森）〔Ⅱ〕交響詩「ローマの祭」より（ O.レ
スピーギ）
Risaia Madre Dio Brass ／田母神貞子
（福島）〔Ⅱ〕
二つの交響的断章
（V.ネリベル）
泉シンフォニックウィンドオーケストラ／荒井富雄（宮城）〔Ⅱ〕トリトン・エムファ
シス（長生淳）
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相模女子大学高等部／関井うらら（神奈川）「三つのジャポニスム」より（真島俊夫）
神奈川県立相模原青陵高／根岸伊智郎（神奈川） 三つのジャポニスム（真島俊夫）
茨城県立八千代高／山崎徹（茨城） ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜（福島
弘和）
銚子市立銚子高／樽屋雅徳（千葉） 飛龍の鵠（樽屋雅徳）
足利工業大学附属高／﨑山省二（栃木） バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より
（O.レスピーギ）
千葉県立土気高／堀口智絵（千葉） 森の贈り物（酒井格）
栃木県立大田原女子高／大野明日香（栃木） いにしえの時から（ J.ヴァン＝デル＝
ロースト）

●高等学校の部 B 部門

船橋市立海神中／金谷未華（千葉）〔Ⅰ〕ウインドオーケストラのためのバラッド（高
昌帥）
藤沢市立六会中／池上喬之（神奈川）〔Ⅱ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）
ひたちなか市立大島中／長沼純平（茨城）〔Ⅱ〕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）
高根沢町立阿久津中／山田奈美（栃木）〔Ⅱ〕オリエントの光芒〜ウィンドオーケス
トラのために〜（片岡寬晶）
小美玉市立美野里中／岡田宏之（茨城）〔Ⅰ〕
「ピアノ協奏曲第3番」より（ B.バルト
ーク）
横浜市立中山中／大胡田忠敏（神奈川）〔Ⅳ〕ムジカ・エスノート2017〜ウインドオ
ーケストラのために（片岡寛晶）
海老名市立海老名中／上高原拓也（神奈川）〔Ⅳ〕バレエ音楽「中国の不思議な役
人」
（B.バルトーク）
松戸市立第四中／須藤卓眞（千葉）〔Ⅳ〕吹奏楽のためのパルティータ（福島弘和）
宇都宮市立清原中／田村和久（栃木）〔Ⅳ〕エスカペイド（J.スパニョーラ）
境町立境第一中／山田賢哉（茨城）〔Ⅲ〕モンタージュ（松下倫士）
習志野市立第五中／中山岳（千葉）〔Ⅳ〕
「スペイン奇想曲」より（ N.A.リムスキー
＝コルサコフ）
習志野市立第四中／竹澤優次（千葉）〔Ⅳ〕バレエ音楽「三角帽子」より
（M.ファリャ）
日立市立多賀中／加藤勝弘（茨城）〔Ⅱ〕歌劇「アンドレア・シェニエ」より（ U.ジョ
ルダーノ）
横浜市立境木中／市村正裕（神奈川）〔Ⅲ〕吹奏楽のための協奏交響曲（福島弘和）
横浜市立丸山台中／米田夕貴（神奈川）〔Ⅱ〕交響詩「ローマの祭」より
（O.レスピーギ）
横浜市立田奈中／滝野恵子（神奈川）〔Ⅳ〕交響曲第1番「アークエンジェルズ」より
（F.チェザリーニ）
松戸市立小金中／上村二三子（千葉）〔Ⅱ〕シネマ・シメリック（天野正道）
宇都宮市立宮の原中／手塚淳雄（栃木）〔Ⅱ〕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）
横浜市立本郷中／原口正一（神奈川）〔Ⅲ〕祈りの手（田村修平）
松戸市立第一中／長谷川清文（千葉）〔Ⅳ〕シネマ・シメリック（天野正道）
相模原市立相陽中／榊原聖人（神奈川）〔Ⅳ〕交響曲「ワインダーク・シー」より（J.マ
ッキー）
横浜市立末吉中／吉積由紀子（神奈川）〔Ⅰ〕ミュージカル「レ・ミゼラブル」より
（C.M.シェーンベルグ）
ひたちなか市立勝田第一中／石川博子（茨城）〔Ⅰ〕復興（保科洋）
柏市立酒井根中／板垣優麻（千葉）〔Ⅳ〕交響曲第1番「グラール」より（天野正道）

●中学校の部 A 部門

横浜隼人高／山口卓郎（神奈川）〔Ⅲ〕3つの交響的素描「海」より（C.ドビュッシー）
常総学院高／本図智夫（茨城）〔Ⅲ〕
「アルプス交響曲」より（R.シュトラウス）

●小学校の部

船橋市立葛飾小／木内紀子（千葉） バレエ音楽「くるみ割り人形」より（ P.I.チャイ
コフスキー）
水戸市立笠原小／齋藤敬子（茨城） コール・オブ・ザ・クランス（K.ホーベン）
柏市立柏第五小／森田久美子（千葉） いつか見た海（足立正）
船橋市立高根東小／吉川泰斗（千葉） バレエ音楽「アパラチアの春」
（ A.コープラ
ンド）
美浦村立大谷小／三井健嗣（茨城） ラプソディ・イン・ブルー（G.ガーシュイン）
小山市立小山城東小／田村加奈子（栃木） フニクリ・フニクラ狂詩曲（L.デンツァ）
相模原市立谷口台小／竹川耕一郎（神奈川） 太陽への讃歌－大地の鼓動（八木澤

松戸市立松戸高／橋本匡（千葉） アルプスの詩（F.チェザリーニ）
相洋高／井上哲（神奈川） 二つの交響的断章（ネリベル）
茨城県立古河第一高／笠井利昭（茨城） 交響的詩曲「羅生門」〜彼の行方は誰も知
らない〜（福島弘和）
神奈川県立神奈川総合高／中川耕作（神奈川） 秘儀Ⅱ（西村朗）
幸福の科学学園中・高／川上昌裕（栃木） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石
楠船神（片岡寛晶）
千葉県立東金商業高／吉野明（千葉） 歌劇「フェドーラ」より（U.ジョルダーノ）
昭和学院高／牧野宏哲（千葉） ウインドオーケストラのためのバラッド（高昌帥）
関東学院六浦高／深野基（神奈川）「フェニックス」－時を超える不死鳥の舞い（八
木澤教司）
茨城県立伊奈高／神保星（茨城） 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より（G.プッチーニ）
大西学園中高／吉川勇児（神奈川） 嵌め込み故郷（阿部亮太郎）
東海大学付属浦安高／古谷知永（千葉） マリナレーラ序曲（J.フチーク）
茨城県立水戸桜ノ牧高／遠藤麗子（茨城）「弦楽のためのディヴェルティメント」よ
り（B.バルトーク）
栃木県立真岡高／大久保裕子（栃木） 打楽器とウィンドオーケストラのための協奏
曲（黛敏郎）
千葉県立鎌ケ谷高／川口智子（千葉） キリストの復活〜ゲツセマネの祈り〜（樽屋
雅徳）
川崎市立川崎総合科学高／長谷川剛士（神奈川） 交響詩「ベトナムの回顧」
（ D.ギ
リングハム）
神奈川県立金井高／臼井康治（神奈川） ガーシュインのプレリュード第2番による
幻想的変奏曲（D.グランザム）
桐蔭学園高／小野寺真（神奈川） 秘儀Ⅱ（西村朗）
栃木県立宇都宮工業高／堀雄帆（栃木） ウインドオーケストラのためのムーヴメン
トⅡサヴァンナ（石原忠興）
千葉県立銚子商業高／田嶋康平（千葉） 組曲「虫」
（R.シシー）
茨城県立那珂高／栗田克夫（茨城） 組曲「カラーズ」より（R.シシー）
神奈川県立鶴見高／原育海（神奈川） ファンタスマゴリア（阿部勇一）
聖徳大学附属女子中・高／進藤初男（千葉） 歌劇「子供と魔法」
（M.ラヴェル）
栃木県立小山城南高／狐塚謙一（栃木） ウインドオーケストラのためのバラッド（高昌
帥）
千葉県立大多喜高／菅根早苗（千葉） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
中央大学附属横浜中・高／廣瀬康二（神奈川） 喜歌劇「サーカスの女王」セレクショ
ン（E.カールマン）
神奈川県立横浜緑園高／村松功介（神奈川） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋
雅徳）
茨城県立日立第二高／秋葉桃子（茨城） 富士山－北斎の版画に触発されて－（真島
俊夫）
土浦日本大学高／石黒康太（茨城） 歌劇「ミニョン」序曲（A.トマ）

●中学校の部 B 部門

下妻市立千代川中／笠井明美（茨城） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
大磯町立国府中／清水智香（神奈川） 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ（松
下倫士）
日立市立泉丘中／熊坂義則（茨城） 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴木
英史）
船橋市立三山中／伊達美智恵（千葉） 富士山－北斎の版画に触発されて－
（真島俊夫）
三浦市立初声中／大野みどり（神奈川） 秘儀Ⅱ（西村朗）
旭市立海上中／荒木理恵（千葉） 眠るヴィシュヌの木（樽屋雅徳）
茂木町立茂木中／栁百合子（栃木） シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」
（福島弘和）
市貝町立市貝中／鈴木由起（栃木） 我らに今日の糧を与えたまえ〜吹奏楽のための
小交響曲（D.マスランカ）
水戸市立第二中／山田文子（茨城） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
松戸市立第五中／上條薫（千葉） 交響詩「ベトナムの回顧」
（D.ギリングハム）
秦野市立大根中／髙橋美奈子（神奈川） 喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック）
ひたちなか市立勝田第三中／住谷裕美（茨城） 歌劇「ポーギーとベス」より（ G.ガー
シュイン）
鎌倉市立腰越中／浅野佳子（神奈川） トッカータとフーガ ニ短調（J.S.バッハ）
船橋市立高根中／尾木慎之介（千葉）「ゴースト・トレイン」より（E.ウィテカー）
横浜市立もえぎ野中／池田真穂（神奈川） 天満月の夜に浮かぶオイサの恋（樽屋雅徳）
横浜市立上の宮中／木村俊郞（神奈川） ハリソンの夢（P.グラハム）
神栖市立神栖第四中／小山裕子（茨城） 銀河鉄道の夜（樽屋雅徳）

教司）
船橋市立三咲小／廣兼雅之（千葉） ミュージカル「ミス・サイゴン」より（ C.M.シェ
ーンベルグ）
水戸市立新荘小／綿引理恵子（茨城） ジュビリー序曲（P.スパーク）
真岡市立真岡西小／有馬大志（栃木） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠
船神（片岡寛晶）
柏市立藤心小／佐藤周平（千葉） アメイジング・グレイス（讃美歌）
柏市立酒井根東小／戸塚千穂（千葉） ザ・レッド・マシーン（P.グラハム）
柏市立高柳小／伊藤雅代（千葉）「アミューズメント・パーク組曲」より（高橋宏樹）
那須塩原市立大山小／橋本直子（栃木） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
相模原市立共和小／内田章仁（神奈川） アルカディア（広瀬勇人）
習志野市立藤崎小／成田政人（千葉） 元禄（櫛田胅之扶）
浦安市立舞浜小／小栗瑞絵（千葉） ラ・マンチャの男（M.リー）
ひたちなか市立外野小／関原数馬（茨城） コンチェルト・ダモーレ（J.デ＝ハーン）
茂木町立茂木小／涌井紀子（栃木） 頂点をめざして（R.W.スミス）
船橋市立西海神小／伊井大起（千葉） メトセラⅡ〜打楽器群と吹奏楽のために（田
中賢）
水戸市立三の丸小／渡邉晶子（茨城） 喜歌劇「天国と地獄」序曲（J.オッフェンバック）
柏市立柏第二小／妹尾世里子（千葉） 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より（伊
藤康英）
習志野市立実花小／村山和幸（千葉） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
川崎市立南野川小／増井敏雄（神奈川）「日本の四季の歌」より（岡野貞一、海沼実
ほか）
市川市立大柏小／大川原直紀（千葉） 静寂と躍動〜天竜川の船大工〜（内藤友樹）
習志野市立東習志野小／冨田政芳（千葉） 斑鳩の空（櫛田胅之扶）
水戸市立酒門小／大内貴絵（茨城） ゲールフォース（P.グラハム）
常総市立水海道小／倉持香（茨城） ブラスバンドのための小組曲（M.アーノルド）
高根沢町立阿久津小／鈴木由美子（栃木） ゲールフォース（P.グラハム）
船橋市立八栄小／渡邉江里子（千葉） 写楽（髙橋伸哉）

─ 12 ─

グラールウインドオーケストラ／佐川聖二（神奈川）〔Ⅰ〕吹奏楽のための組曲「サ
ンサーラ」
（高昌帥）
矢板ウインドオーケストラ／黒尾実（栃木）〔Ⅰ〕飛龍の鵠（樽屋雅徳）
PastoraleSymphonicBand ／瀬尾宗利
（神奈川）〔Ⅴ〕鳳凰〜仁愛鳥譜
（鈴木英史）
ひたちなか交響吹奏楽団／武藤隆行（茨城）〔Ⅱ〕組曲「ハイランド讃歌」より（ P.スパ
ーク）
関城吹奏楽団／豊田晃生（茨城）〔Ⅰ〕シネマ・シメリック（天野正道）
習志野シンフォニックブラス／須藤信也（千葉）〔Ⅰ〕バレエ音楽「三角帽子」より
（M.ファリャ）
Oak Wind Symphony ／榮村正吾（神奈川）〔Ⅰ〕アッフェローチェ（高昌帥）
フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル／進藤初男（千葉）〔Ⅳ〕交響組曲「もののけ
姫」より（久石譲）
古河シティウインドオーケストラ／荻町修（茨城）〔Ⅲ〕ルイ･ブージョワーの賛歌
による変奏曲（C.T.スミス）
船橋市交響吹奏楽団／牛渡克之（千葉）〔Ⅲ〕サンタ・フェ・サガ（M.グールド）
水戸交響吹奏楽団／萩原健（茨城）〔Ⅴ〕レント・ラメントーソ（真島俊夫）
作新楽音会／大貫茜（栃木）〔Ⅱ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より
（高昌帥）
ユース・ウィンド・オーケストラ／高田亮（神奈川）〔Ⅴ〕新たなる時代への黎明〜
自由への夜明け〜（J.シュワントナー）
相模原市民吹奏楽団／福本信太郎（神奈川）〔Ⅳ〕紺碧の波濤（長生淳）
光ウィンドオーケストラ／佐藤博（千葉）〔Ⅴ〕キリストの復活〜ゲツセマネの祈り
〜（樽屋雅徳）
水戸市民吹奏楽団／浅野正樹（茨城）〔Ⅴ〕紺碧の波濤（長生淳）
横浜ブラスオルケスター／近藤久敦（神奈川）〔Ⅴ〕歌劇「ローエングリン」
より
（R.ワ

●職場・一般の部

宇都宮市立雀宮中／加藤明里（栃木） カントゥス・ソナーレ（鈴木英史）
常総市立水海道中／袖山文広（茨城） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
松戸市立第六中／島田祐希（千葉） …そしてどこにも山の姿はない（ J.シュワント
ナー）
川崎市立宮内中／角信之（神奈川） ファイヤー・ワークス（G.ユーツ）
笠間市立友部中／安達学（茨城） パッセージ（M.スウィーニー）
矢板市立矢板中／万年敬子（栃木） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
横浜市立日限山中／榊原義将（神奈川） 組曲「虫」より（R.シシー）
銚子市立第一中／吉田明子（千葉） 華の伽羅奢〜花も花なれ 人も人なれ〜（樽屋雅
徳）
神栖市立波崎第三中／松丸祐子（茨城） ファンタスマゴリア（阿部勇一）
横浜市立西本郷中／門田亮（神奈川） バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より
（M.ラヴェル）
厚木市立南毛利中／佐藤奈津美（神奈川） 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション
（E.カールマン）
水戸市立第一中／根矢康子（茨城） ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜（福島
弘和）
鎌倉市立御成中／久村直丈（神奈川） 信長〜ルネサンスの光芒（鈴木英史）
市原市立国分寺台中／髙澤千恵子（千葉） 鼓響…故郷（天野正道）
横浜市立平戸中／齋藤遥子（神奈川） 歌劇「アンドレア・シェニエ」より（ U.ジョル
ダーノ）
古河市立総和南中／湯田佑香里（茨城） ファントム・ドゥ・ラムール－幻影－（天野
正道）
千葉市立土気中／佐藤誠治（千葉） キリストの復活〜ゲツセマネの祈り〜（樽屋雅徳）
真岡市立真岡東中／小宅宏美（栃木） 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」
（高
昌帥）

●大学の部

埼玉栄高／奥章（埼玉）〔Ⅲ〕歌劇「トスカ」
（G.プッチーニ）
埼玉県立越谷北高／宮本陽一（埼玉）〔Ⅲ〕二つの交響的断章（V.ネリベル）
埼玉県立越谷南高／萩原亮彦（埼玉）〔Ⅴ〕
「アルプス交響曲」より
（R.シュトラウス）
新潟県立長岡高／河本隆吉（新潟）〔Ⅰ〕楽劇「サロメ」より（R.シュトラウス）
春日部共栄高／織戸祥子（埼玉）〔Ⅴ〕吹奏楽のための交響的断章（福島弘和）
秋草学園高／三田村健（埼玉）〔Ⅳ〕時に道は美し（長生淳）
山梨県立巨摩高／安藤十三男（山梨）〔Ⅰ〕三つのジャポニスム（真島俊夫）
埼玉県立伊奈学園総合高／宇畑知樹（埼玉）〔Ⅱ〕
「ノートルダムの鐘」より（ A.メ
ンケン）
群馬県立伊勢崎高／前田英一（群馬）〔Ⅰ〕セルゲイ・モンタージュ（鈴木英史）
さいたま市立浦和高／小泉信介（埼玉）〔Ⅳ〕交響詩「ローマの祭」
（O.レスピーギ）
群馬県立前橋東高／牧野勇（群馬）〔Ⅰ〕歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
（P.マスカーニ）
新潟明訓高／桝口和義（新潟）〔Ⅳ〕アッフェローチェ（高昌帥）
山梨県立韮崎高／仲田太年（山梨）〔Ⅱ〕ウインドオーケストラのためのバラッド（高
昌帥）
中越高／名古屋愉加（新潟）〔Ⅲ〕交響詩「モンタニャールの詩」
（ J. ヴァン=デル=
ロースト）
花咲徳栄高／川口智子（埼玉）〔Ⅴ〕交響曲第2番「キリストの受難」
（F.フェラン）
新潟第一高／藤田直規（新潟）〔Ⅱ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜（福島
弘和）
山梨県立甲府第一高／秋山尚克（山梨）〔Ⅱ〕歌劇「アンドレア・シェニエ」より（U.ジ
ョルダーノ）
太田市立太田高／矢野和弘（群馬）〔Ⅴ〕
「相馬流山」の主題による変奏曲（福島弘和）
日本文理高／川﨑孝（新潟）〔Ⅱ〕吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による
（大栗裕）
山梨県立日川高／秋山岳巨（山梨）〔Ⅴ〕歌劇「トスカ」第1幕より（G.プッチーニ）
埼玉県立不動岡高／金子和明（埼玉）〔Ⅴ〕科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲
（中橋愛生）

●高等学校 A の部

9月09日㈯・10日㈰ … 新潟市民芸術文化会館
9月16日㈯・17日㈰ … 所沢市民文化センター

第23回西関東吹奏楽コンクール

北里大学／西村友（神奈川）〔Ⅴ〕バレエ音楽「四季」より（A.グラズノフ）
千葉大学／中野雅久（千葉）〔Ⅱ〕バレエ音楽「青銅の騎士」より（R.グリエール）
白鷗大学／堂阪知之（栃木）〔Ⅰ〕百年祭（福島弘和）
茨城大学／山本貴英（茨城）〔Ⅳ〕組曲「展覧会の絵」より（M.ムソルグスキー）
神奈川大学／小澤俊朗（神奈川）〔Ⅴ〕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）
常磐大学／牧野英一（茨城）〔Ⅱ〕青い水平線（F.チェザリーニ）

ーグナー）
ゼーレンフォルクスオルケスタ／手塚淳雄（栃木）〔Ⅰ〕シネマ・シメリック
（天野正道）
日立市民吹奏楽団／原進（茨城）〔Ⅱ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
習志野ウィンド・オーケストラ／須藤卓眞（千葉）〔Ⅳ〕吹奏楽のためのパルティータ
（福島弘和）

●高等学校 B の部

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団／津田雄二郎（埼玉）〔Ⅴ〕秘儀Ⅳ〈行進〉
（西
村朗）
ソールリジェール吹奏楽団／佐川聖二（埼玉）〔Ⅰ〕ウインドオーケストラのための
バラッド（高昌帥）
与野吹奏楽団／森田新一郎（埼玉）〔Ⅰ〕バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より（M.ラ
ヴェル）
前橋市民吹奏楽団／山本佳弘（群馬）〔Ⅲ〕
「トリティコ」より（V.ネリベル）
伊奈学園OB吹奏楽団／宇畑知樹（埼玉）〔Ⅱ〕歌劇「アンドレア・シェニエ」
（ U.ジ
ョルダーノ）
からす川音楽集団／荻野昇（群馬）〔Ⅴ〕シネマ・シメリック（天野正道）
新潟ウインドオーケストラ／山内信英（新潟）〔Ⅱ〕
「ヘリングの朝」〜そして暗闇
は光に満ちた…（八木澤教司）
越谷市音楽団／佐々木幹尚（埼玉）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島
俊夫）
川越奏和奏友会吹奏楽団／佐藤正人（埼玉）〔Ⅴ〕バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

●職場・一般の部

越谷市立西方小／友田紀子（埼玉） ドラゴンの年（P.スパーク）
さいたま市立芝原小／生駒卓也（埼玉） ブラスバンドのための小組曲（ M.アーノ
ルド）
甲斐市立竜王北小／名取こころ（山梨） 北の鳥たち（広瀬勇人）
さいたま市立大宮南小／大谷春花（埼玉） 喜歌劇「微笑みの国」セレクション（F.レ
ハール）
渋川市立古巻小／唐澤麻里香（群馬） 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章（久石譲）
魚沼市立堀之内小／片桐忠雄（新潟） 喜びの音を奏でて！（J.スウェアリンジェン）

●小学校の部

山梨県立韮崎工業高／山本健一（山梨） 美しい街（Hanane.K）
新潟県立三条高／小野由紀子（新潟） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠
船神（片岡寛晶）
昌平中学・高／川崎啓（埼玉）「史上最大の作戦2017」より（服部隆之）
明和県央高／関口貴広（群馬） 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴木英史）
群馬県立伊勢崎商業高／武井康博（群馬） 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクショ
ン（E.カールマン）
新潟県立新潟東高／霜鳥瑞枝（新潟） 虹は碧き山々へ（真島俊夫）
埼玉県立滑川総合高／保母雅彦（埼玉） 三つのジャポニスム（真島俊夫）
川越東高／水持邦雄（埼玉） ウィークエンド・イン・ニューヨーク（P.スパーク）
立教新座高／鳥越崇裕（埼玉） 交響曲第1番「ギルガメッシュ」より（ B.アッペルモ
ント）
桐生市立商業高／金井由樹（群馬） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
大宮開成高／川畑麻衣子（埼玉） 仮面幻想（大栗裕）
新潟県立小千谷高／鈴木徹（新潟） 聖エルモの火〜ウインドオーケストラのために
（片岡寛晶）
山梨県立山梨高／北浦秀忠（山梨） 創造のレゾナンス（江原大介）
新潟県立新潟商業高／大野順子（新潟） 秘儀Ⅱ（西村朗）
群馬県立渋川女子高／大沢紘（群馬） 秘儀Ⅱ（西村朗）
山梨県立市川高／矢崎琢（山梨） バレエ音楽「審問」
（W.ウォルトン）
埼玉県立白岡高／坂田雅弘（埼玉） 乱世の神威 幸村（樽屋雅徳）
埼玉県立草加高／田口素子（埼玉） 三つのジャポニスム（真島俊夫）
慶應義塾志木高／小池陽（埼玉） ポップコピー（S.マカリスター）
さいたま市立大宮北高／栗原むつみ（埼玉） 三つのジャポニスム（真島俊夫）

東京農業大学第二高／樋口一朗（群馬）〔Ⅳ〕華麗なる舞曲（C.T.スミス）
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朝霞市立朝霞第三中／丸山陽子（埼玉） 聖エルモの火〜ウインドオーケストラのた
めに（片岡寛晶）

●中学校 B の部

伊勢崎市立第三中／石田浩紀（群馬）〔Ⅰ〕歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」よ
り（P.マスカーニ）
甲州市立塩山中／竹川美和（山梨）〔Ⅱ〕悠久の国〜日本〜（内藤友樹）
伊勢崎市立赤堀中／六本木政志（群馬）〔Ⅰ〕天雷无妄（天野正道）
朝霞市立朝霞第一中／外﨑三吉（埼玉）〔Ⅰ〕シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」
（福
島弘和）
新潟市立小針中／鈴木由美子（新潟）〔Ⅱ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）
川口市立青木中／中畑裕太（埼玉）〔Ⅳ〕ウインドオーケストラのためのバラッド（高昌帥）
新潟市立坂井輪中／音田彰（新潟）〔Ⅳ〕彩雲の螺旋－吹奏楽のための（中橋愛生）
草加市立谷塚中／金井雅明（埼玉）〔Ⅳ〕復興（保科洋）
山梨市立山梨南中／清水岳人（山梨）〔Ⅲ〕銀河鉄道の夜（樽屋雅徳）
川口市立神根中／星野清悟（埼玉）〔Ⅳ〕交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」
（A.I.ハチャトゥリアン）
高崎市立塚沢中／柴田佳亮（群馬）〔Ⅱ〕ルイ･ブージョワーの賛歌による変奏曲
（C.T.スミス）
上越市立城北中／荻野美智江（新潟）〔Ⅱ〕歌劇「トゥ―ランドット」より（ G.プッチ
ーニ）
さいたま市立原山中／井村智生（埼玉）〔Ⅱ〕大いなる約束の大地〜チンギス・ハー
ン（鈴木英史）
新潟市立上山中／矢原智子（新潟）〔Ⅰ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜
（福島弘和）
五泉市立五泉北中／伊藤智美（新潟）〔Ⅱ〕復興（保科洋）
草加市立青柳中／浅井加奈子（埼玉）〔Ⅳ〕ミュージカル「レ・ミゼラブル」より
（C.M.シェーンベルグ）
さいたま市立岸中／丸茂新（埼玉）〔Ⅰ〕交響詩「英雄の生涯」
（R.シュトラウス）
駿台甲府中／天野佳奈（山梨）〔Ⅰ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
越谷市立大相模中／田中秀和（埼玉）〔Ⅱ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」
（高昌帥）
妙高市立新井中／小林良輔（新潟）〔Ⅰ〕ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲
（Z.コダーイ）
川口市立上青木中／宮田香（埼玉）〔Ⅳ〕組曲「虫」
（R.シシー）
伊勢崎市立宮郷中／進邦哲也（群馬）〔Ⅲ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）

●中学校 A の部

都留文科大学／北口智宏（山梨）〔Ⅳ〕シング・ウィズ・シンセリティ（長生淳）
文教大学／佐川聖二（埼玉）〔Ⅰ〕幽遠の譜（鈴木英史）
新潟大学／岡田友弘（新潟）〔Ⅴ〕交響曲第1番「巨人」より（G.マーラー）
高崎経済大学／島田和音（群馬）〔Ⅰ〕交響曲「ワインダーク・シー」
（J.マッキー）

●大学の部

第2組曲より（M.ラヴェル）
創価山梨リード吹奏楽団／吉田孝司（山梨）〔Ⅰ〕シネマ・シメリック（天野正道）
甲斐市敷島吹奏楽団／福田洋介（山梨）〔Ⅰ〕鐘の歌〜フリードリヒ・シラーの詩に
もとづく（P.スパーク）
ソノリテ甲府吹奏楽団／森岳彦（山梨）〔Ⅲ〕バレエ音楽「ロデオ」より（ A. コープ
ランド）
三条市吹奏楽団／河本隆吉（新潟）〔Ⅲ〕吹奏楽のための組曲「サンサーラ」（高
昌帥）

都立墨田川高／鶴飼奈民 〔Ⅲ〕メトロポリス1927（ P.グラハム）
岩倉高／大滝実 〔Ⅲ〕ルイ･ブージョワーの賛歌による変奏曲（C.T.スミス）
明治大学付属明治高／鈴木正人 〔Ⅴ〕リンカンシャーの花束（P.グレインジャー）
東海大学菅生高／加島貞夫 〔Ⅳ〕眠るヴィシュヌの木（樽屋雅徳）

●高等学校の部

9月09日㈯・10日㈰ … 府中の森芸術劇場

第57回東京都吹奏楽コンクール

五泉市立五泉中／佐藤淑子（新潟） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
胎内市立黒川中／佐藤重人（新潟） 二つの交響的断章（V.ネリベル）
立教新座中／鳥越崇裕（埼玉） 緑〜微分音、クラスター及び音密度収束と拡散の為
のエチュード〜（天野正道）
久喜市立鷲宮東中／齋藤孝弘（埼玉） パガニーニの主題による変奏曲
（B.ブラッハー）
越谷市立東中／長谷川京子（埼玉）「斑鳩の空」より（櫛田胅之扶）
前橋市立木瀬中／齋藤瞳（群馬） 喜歌劇「こうもり」セレクション（J.シュトラウス）
新潟大学教育学部附属長岡中／中村正之（新潟） スクーティン・オン・ハードロッ
ク（D.ホルジンガー）
桐生市立新里中／塚田陽子（群馬） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
高崎市立高松中／本夛梨花（群馬） エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ?（天野
正道）
早川町立早川中／木内九十美（山梨） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠
船神（片岡寛晶）
上野原市立上野原西中／芹川由美（山梨） 秘儀Ⅱ（西村朗）
新座市立第六中／松井裕子（埼玉） 繭の夢〜竜の舞う空（福島弘和）
桐生市立広沢中／松本琢（群馬） アベージュ・アルカンシェル（福島弘和）
玉村町立南中／湯浅純平（群馬） 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫（樽屋雅徳）
坂戸市立坂戸中／須田信子（埼玉） 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴木
英史）
川口市立元郷中／小林咲樹（埼玉） 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴木
英史）
坂戸市立千代田中／森本誠泉（埼玉） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
山梨大学教育学部附属中／小林美佳（山梨）「夜想曲」より（C.ドビュッシー）
長岡市立南中／桐生聡（新潟）「夜と霧」〜それでも人生にイエスと言う（八木澤教
司）
蓮田市立蓮田南中／荒井美穂子（埼玉） 海峡をわたる風（福島弘和）
さいたま市立大宮東中／早坂幸恵（埼玉） ディオニソスの祭（F.シュミット）
伊勢崎市立第四中／河内稔（群馬） 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲
（松下倫士）
長岡市立越路中／渡辺泰彦（新潟）「スペイン狂詩曲」より（M.ラヴェル）
新潟市立西川中／高井久美子（新潟） 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード（松
下倫士）
入間市立野田中／小山貴美子（埼玉） 復興（保科洋）
川口市立十二月田中／大道寺久子（埼玉） プロメテウスの雅歌（鈴木英史）
北本市立北本中／野田周平（埼玉） 三つのジャポニスム（真島俊夫）
新潟市立下山中／山崎園子（新潟） 白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛（福島
弘和）
中央市立田富中／古屋博和（山梨） 元禄（櫛田胅之扶）

●小学校の部

ミュゼ・ダール吹奏楽団／野上博幸 〔Ⅳ〕
「交響曲第2番」より（長生淳）
豊島区吹奏楽団／大釜宏之 〔Ⅲ〕
「幻想交響曲」より（H.ベルリオーズ）
Tokyo StackArt Wind Ensemble ／豊川真安 〔Ⅰ〕
「 GR」より シンフォニック・

●職場・一般の部

江東区立深川第二中／小林智子 〔Ⅲ〕シネマ･シメリック（天野正道）
小平市立小平第六中／今津和則 〔Ⅰ〕楽劇「サロメ」より（Ｒ.シュトラウス）
板橋区立赤塚第三中／齊藤厚子 〔Ⅳ〕
富士山－北斎の版画に触発されて－
（真島俊夫）
青梅市立第三中／山城拓郎 〔Ⅰ〕ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（ Z.コダ
ーイ）
小平市立小平第三中／澤矢康宏 〔Ⅲ〕プラトンの洞窟からの脱出（S.メリロ）
玉川学園中／土屋和彦 〔Ⅳ〕交響曲第2番「キリストの受難」より（F.フェラン）
町田市立南中／給田茂 〔Ⅳ〕
「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調」よ
り（J.S.バッハ）
中野区立北中野中／宮本紗里 〔Ⅱ〕喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション（ E.カ
ールマン）
中央区立日本橋中／渡邊浩美 〔Ⅳ〕ボナパルト（O.シュワルツ）
江東区立第二砂町中／西山彰洋 〔Ⅳ〕バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（O.レ
スピーギ）
足立区立第十四中／玉井長武 〔Ⅳ〕
「交響曲第0番」より（B.ピクール）
国分寺市立第五中／吉澤隆 〔Ⅱ〕天之御中主神〜吹奏楽のための神話（片岡寛晶）
北区立滝野川紅葉中／藤村路代 〔Ⅱ〕バレエ音楽「青銅の騎士」より
（R.グリエール）
羽村市立羽村第一中／玉寄勝治 〔Ⅳ〕天雷无妄（天野正道）

●中学校の部

創価大学／磯貝富治男 〔Ⅳ〕バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より（ M.ラヴ
ェル）
明星大学／玉寄勝治 〔Ⅰ〕交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」より（ A.I.ハチャト
ゥリアン）
駒澤大学／山野井大輝 〔Ⅰ〕交響的断章（V.ネリベル）
亜細亜大学／大澤健一 〔Ⅲ〕アンティフォナーレ（V.ネリベル）
立正大学／佐藤正人 〔Ⅲ〕
「竹取物語」より（三善晃）
東海大学／福本信太郎 〔Ⅴ〕昂揚の漣（長生淳）
玉川大学／上原宏 〔Ⅲ〕いと高きに（長生淳）
専修大学／大橋晃一 〔Ⅴ〕パッサカリアとトッカータ（福島弘和）

●大学の部

東京創価小／植田豊 明日へ吹く風（和田直也）
武蔵野市立第三小／西山徹志 喜歌劇「小鳥売り」セレクション（C.ツェラー）
杉並区立杉並第一小／菅野理沙 バレエ音楽「眠れる森の美女」より（ P.I.チャイコ
フスキー）
世田谷区立千歳小／井村香里 組曲「虫」より（R.シシー）
武蔵野市立第一小／庄司こずえ マゼランの未知なる大陸への挑戦（樽屋雅徳）
品川区立品川学園／黒木奈津美 ガーシュイン！（G.ガーシュイン）

駒澤大学高／吉野信行 〔Ⅳ〕バレエ組曲「火の鳥」より（I.ストラヴィンスキー）
都立片倉高／馬場正英 〔Ⅴ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より（高昌帥）
潤徳女子高／小林龍樹 〔Ⅱ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島俊夫）
都立小山台高／鈴木孝助 〔Ⅲ〕吹奏楽のための協奏曲（高昌帥）
東海大学付属高輪台高／畠田貴生 〔Ⅳ〕交響的狂詩曲（福島弘和）
八王子学園八王子高／髙梨晃 〔Ⅲ〕交響曲第1番「アークエンジェルズ」
（F.チェザ
リーニ）
江戸川女子高／佐野直樹 〔Ⅳ〕優しい花たちへ（高昌帥）
都立杉並高／立花幸司 〔Ⅳ〕歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ）
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四日市市立南中／髙橋唯（三重）〔Ⅰ〕歌劇「トゥーランドット」より
（G.プッチーニ）
大垣市立東中／清水竜也（岐阜）〔Ⅰ〕バレエ音楽「青銅の騎士」より
（R.グリエール）
長野市立柳町中／塚田京子（長野）〔Ⅰ〕
「スペイン奇想曲」より（ N.A.リムスキー
=コルサコフ）
岡崎市立北中／織部一良（愛知）〔Ⅰ〕交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」
（A.I.ハ
チャトゥリアン）
浜松市立南部中／杉山智章（静岡）〔Ⅰ〕秘儀Ⅳ〈行進〉
（西村朗）
岡崎市立美川中／太田智宏（愛知）〔Ⅲ〕
「善良な兵士シュヴェイク」組曲より（R.ク
ルカ）
湖西市立鷲津中／石田智子（静岡）〔Ⅳ〕喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション
（F.レハール）
松本市立鎌田中／望月光祐（長野）〔Ⅰ〕交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
鈴鹿市立白子中／若林努（三重）〔Ⅳ〕
「イーストコーストの風景」より（N.ヘス）
春日井市立松原中／山寛樹（愛知）〔Ⅱ〕バレエ音楽「青銅の騎士」より
（R.グリエール）
大垣市立西部中／中村充（岐阜）〔Ⅰ〕歌劇「トスカ」第1幕より（G.プッチーニ）
名古屋市立植田中／玉谷敏弘（愛知）〔Ⅱ〕ディオニソスの祭（F.シュミット）
浜松市立天竜中／小林翼（静岡）〔Ⅱ〕二つの交響的断章（V.ネリベル）
長野市立広徳中／平野隆一（長野）〔Ⅳ〕交響詩「ローマの祭」より（O.レスピーギ）
日進市立日進西中／清野雅子（愛知）〔Ⅲ〕歌劇「リエンツィ」序曲（R.ワーグナー）
春日井市立中部中／堀田誠也（愛知）〔Ⅰ〕交響曲第2 番「キリストの受難」
（F.フェ
ラン）
四日市市立内部中／髙橋律（三重）〔Ⅳ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真島
俊夫）
軽井沢町立軽井沢中／高野恵里（長野）〔Ⅱ〕三つのジャポニスム（真島俊夫）
浜松市立開成中／加藤幸太郎（静岡）〔Ⅳ〕バレエ音楽「ガイーヌ」より（ A.I.ハチャ
トゥリアン）
各務原市立那加中／大橋正和（岐阜）〔Ⅲ〕ルイ･ブージョワーの賛歌による変奏曲
（C.T.スミス）

●中学校 A 編成の部

8月26日㈯・27日㈰ … ホクト文化ホール
8月26日㈯ … 不二羽島文化センター
9月03日㈰ … 静岡市清水文化会館マリナート

第72回東海吹奏楽コンクール

セレクション（天野正道）
足立吹奏楽団／酒井達哉 〔Ⅳ〕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）
大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ／樫野哲也 〔Ⅰ〕瓦礫の城（福島弘和）
ＮＴＴ東日本東京吹奏楽団／山田昌弘 〔Ⅲ〕カプレーティとモンテッキ〜「ロメオと
ジュリエット」その愛と死〜（天野正道）
創価グロリア吹奏楽団／中村睦郎 〔Ⅴ〕キクロシス（中橋愛生）
早稲田吹奏楽団／竹内公一 〔Ⅴ〕ラ･フォルム･ドゥ ･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）
板橋区吹奏楽団／大橋晃一 〔Ⅳ〕時に道は美し－愛について－（長生淳）
東京隆生吹奏楽団／畠田貴生 〔Ⅳ〕吹奏楽のための協奏曲（高昌帥）
デアクライス・ブラスオルケスター／大村一弘 〔Ⅰ〕
トリトン・エムファシス
（長生淳）
葛飾吹奏楽団／津田雄二郎 〔Ⅰ〕彩雲の螺旋－吹奏楽のための（中橋愛生）

三重県立四日市商業高／若林信次（三重） 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙（樽屋雅徳）
愛知県立成章高／加藤博司（愛知） シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」
（福島弘和）

●高校 B 編成の部

安城市立桜井中／神谷優香（愛知） 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション
（F.レハール）
東郷町立諸輪中／鈴木三幸（愛知）「斑鳩の空」より（櫛田胅之扶）
瑞浪市立瑞浪中／白木努（岐阜）「マテオの息子」より（福島弘和）
浜松市立富塚中／鈴木章生（静岡） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠船
神（片岡寛晶）
各務原市立稲羽中／澤田博昭（岐阜）「マ・メール・ロワ」より（M.ラヴェル）
桑名市立正和中／吉川茂宏（三重） 火の伝説（櫛田胅之扶）
川越町立川越中／小林晴光（三重） 前奏曲とフーガ ニ短調（J.バッハ）
松本市立清水中／西沢千鶴子（長野） 吹奏楽のためのラプソディ第3番「安曇節の
主題による」
（片岡俊治）
静岡市立東豊田中／深澤達也（静岡） フィギュレーション〈 2014年版〉〜祭礼幻想
〜（櫛田胅之扶）
静岡市立城山中／島共子（静岡）「異国」より（M.モシュコフスキー）
東郷町立東郷中／永長昭彦（愛知） バレエ音楽「青銅の騎士」より（R.グリエール）
関市立武芸川中／小池憲司（岐阜） 救いの時の告知〜ジーザス･クライスト（片岡
寛晶）
桑名市立陽和中／石川佳典（三重）「スペイン奇想曲」より（ N.A.リムスキー =コル
サコフ）
上田市立第二中／宮下東（長野） 仮面幻想（大栗裕）
松本市立明善中／塚田理恵（長野） 海峡をわたる風（福島弘和）

●中学校 B 編成の部

皇學館高／前川幸生（三重）〔Ⅳ〕
「プラハのための音楽1968」より（K.フーサ）
長野県松本蟻ヶ崎高／武井淳一（長野）〔Ⅰ〕交響曲「ワインダーク・シー」より（J.マ
ッキー）
愛知県立岡崎北高／村田浩明（愛知）〔Ⅴ〕交響曲1997「天地人」より（譚盾）
浜松聖星高／土屋史人（静岡）〔Ⅲ〕
「吹奏楽のための協奏曲」より（高昌帥）
高山西高／永瀬敬至（岐阜）〔Ⅳ〕復興（保科洋）
長野県豊科高／細萱裕樹（長野）〔Ⅳ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」より（B.バ
ルトーク）
愛知工業大学名電高／伊藤宏樹（愛知）〔Ⅳ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
光ヶ丘女子高／日野謙太郎（愛知）〔Ⅴ〕前奏曲とフーガ ニ長調（J.S.バッハ）
三重県立神戸高／大野博史（三重）〔Ⅴ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」より
（B.バルトーク）
富士市立高／望月洋次郎（静岡）〔Ⅰ〕吹奏楽のための「竹採幻想」
（杉浦邦弘）
名古屋大谷高／山本真史（愛知）〔Ⅰ〕アレクサンドル･ネフスキー（S.プロコフィエフ）
長野県飯田高／松井深之（長野）〔Ⅳ〕バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より
（M.ラヴェル）
桜丘高／小笠原克徳（愛知）〔Ⅳ〕
「交響曲第6番」より（J.バーンズ）
岐阜県立東濃実業高／相川長徳（岐阜）〔Ⅲ〕ルイ･ブージョワーの賛歌による変奏
曲（C.T.スミス）
静岡県立浜名高／太田貴望（静岡）〔Ⅰ〕歌劇「イーゴリ公」より（A.ボロディン）
安城学園高／原田大雪（愛知）〔Ⅳ〕
「カルミナ・ブラーナ」より（C.オルフ）
長野県小諸高／髙砂佑介（長野）〔Ⅴ〕いにしえの時から（J.ヴァン=デル=ロースト）
三重県立白子高／桐生智晃（三重）〔Ⅱ〕歌劇「ラ・ボエーム」より（G.プッチーニ）
岐阜県立岐阜総合学園高／多田信（岐阜）〔Ⅲ〕
「交響曲第2番」より（保科洋）
静岡県立浜松商業高／齋木隆文（静岡）〔Ⅳ〕アウディヴィ・メディア・ノクテ（O.ヴ
ェースピ）

●高校 A 編成の部

ウインドアンサンブル尾東／河田智仁（愛知）〔Ⅰ〕フェスティバル・ヴァリエーシ
ョン（C.T.スミス）
伊那市民吹奏楽団／松井深之（長野）〔Ⅳ〕梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
サンク・エトワール名古屋／楫野克彦（愛知）〔Ⅳ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
東海市吹奏楽団／寺島陽介（愛知）〔Ⅰ〕トリトン・エムファシス（長生淳）
S.H.O.吹奏楽団／桐生智晃（三重）〔Ⅳ〕バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より
（O.レスピーギ）
TSS ～ウインドアンサンブル垂井／森下英雄（岐阜）〔Ⅰ〕吹奏楽のための交響詩
「ぐるりよざ」より（伊藤康英）
浜松交響吹奏楽団／浅田享（静岡）〔Ⅳ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜
（福島弘和）
白子ウインドシンフォニカ／宮木均（三重）〔Ⅳ〕交響曲第2番「キリストの受難」よ
り（F.フェラン）
アンサンブル・ヴィルトゥオーゾ吹奏楽団／萩谷克己（長野）〔Ⅳ〕鼓響…故郷（天
野正道）
岐阜ブラスオルケスター／小林聡（岐阜）〔Ⅰ〕ウインドオーケストラのためのバラ
ッド（高昌帥）
創価中部サウンド吹奏楽団／多戸幾久三（愛知）〔Ⅱ〕
「交響曲第2番」より（保科洋）
蒲郡市吹奏楽団／水谷仁（愛知）〔Ⅰ〕吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より
（高昌帥）
春日井ウインドオーケストラ／桐田正章（愛知）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発さ
れて－（真島俊夫）
上田市民吹奏楽団／近藤久敦（長野）〔Ⅲ〕サーキュラー・マーチ（D.ウェルチャー）

●職場一般の部

中部大学／和泉正憲（愛知）〔Ⅱ〕バレエ音楽「三角帽子」より
（M.ファリャ）
信州大学／荒井弘太（長野）〔Ⅱ〕楓葉の舞（長生淳）
三重大学／神田隆志（三重）〔Ⅱ〕歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ）
中部学院大学／安藤繁秋（岐阜）〔Ⅰ〕歌劇「トゥーランドット」より（G.プッチーニ）
静岡大学／三田村健（静岡）〔Ⅴ〕
「交響曲第4番」より（L.ヴィエルヌ）
愛知教育大学／小松孝文（愛知）〔Ⅱ〕
「シンフォニア・フェスティーヴァ」より（A.ラ
ニング）

●大学の部

岐阜聖徳学園高／西川政男（岐阜） プロメテウスの雅歌（鈴木英史）
長野県下伊那農業高／森本秀夫（長野） 復興（保科洋）
三重県立久居高／加藤力也（三重） バレエ音楽「恋は魔術師」より（M.ファリャ）
静岡雙葉高・中／矢邉新太郎（静岡） ・=Pop Art 〜ロイ・リキテンスタインのため
の音楽（清水大輔）
愛知県立岡崎西高／多久島裕（愛知） ディス・イズ・ザ・ドラム（A.ボイセン）
飯田女子高／湯澤直人（長野） 復興（保科洋）
長野県篠ノ井高／水野英明（長野） 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より
（M.アーノルド）
三重県立いなべ総合学園高／川村知之（三重） トビアスの家を去る大天使ラファエ
ル（樽屋雅徳）
愛知県立名古屋南高／加藤眞（愛知） 交響曲「ワインダーク・シー」より
（J.マッキー）
岐阜県立池田高／中村美代子（岐阜） ・=PopArt 〜ロイ・リキテンスタインのため
の音楽（清水大輔）
岐阜県立岐阜高／尾家幸枝（岐阜） バレエ音楽「アパラチアの春」より（A.コープラ
ンド）
浜松学芸中・高／塚本圭司（静岡） シダス（T.ドス）
浜松日体中・高／中山彰（静岡） ウインドオーケストラのためのバラッド（高昌帥）
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●中学校 A 部門

福井県立福井商業高／辻千秋（福井）〔Ⅱ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶
〜（福島弘和）
北陸学園北陸高／明石憲和（福井）〔Ⅳ〕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）
富山県立大門高／野替拓也（富山）〔Ⅰ〕リバーダンス（B.ウィーラン）
小松市立高／安嶋俊晴（石川）〔Ⅴ〕歌劇「タイス」より（J.マスネ）

●小学校部門

南砺市立福野小／立野文州（富山） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石楠船
神（片岡寛晶）
金沢市立大浦小／後藤理利（石川） ソング・オブ・フリーダム（J.デ=ハーン）
鯖江市惜陰小／青山智枝子
（福井） 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」
より
（D.シ
ョスタコーヴィチ）
富山大学人間発達科学部附属小／齊藤貴子（富山） リバーダンス（B.ウィーラン）

●高等学校 A 部門

●職場・一般部門

富山大学／建部知弘（富山）〔Ⅱ〕風伯の乱舞（石毛里佳）
金沢大学／島卓真（石川）〔Ⅴ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」
（B.バルトーク）
福井大学／村林雅也（福井）〔Ⅱ〕沢地萃（天野正道）
福井ブラスアカデミー／奥野一（福井）〔Ⅳ〕ウインドオーケストラのためのバラッ
ド（高昌帥）
速星☆Friday’s ／鈴木和幸（富山）〔Ⅰ〕バレエ組曲「火の鳥」より（ I.ストラヴィン
スキー）
ムジカグラート氷見／瀬尾宗利（富山）〔Ⅲ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）
富山ミナミ吹奏楽団／小西勝己（富山）〔Ⅰ〕吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥
之石楠船神（片岡寛晶）
百萬石ウィンドオーケストラ／仲田守
（石川）〔Ⅳ〕バレエ音楽「エスタンシア」
（A.ヒ
ナステラ）
ソノーレ・ウィンドアンサンブル／栗田健一（福井）〔Ⅰ〕交響曲1997「天地人」
（譚盾）

●大学部門

鯖江市鯖江中／廣比知徳（福井）〔Ⅳ〕復興（保科洋）
野々市市立野々市中／笠田佳那（石川）〔Ⅳ〕大いなる約束の大地〜チンギス・ハー
ン（鈴木英史）
津幡町立津幡中／大内正義（石川）〔Ⅱ〕喜歌劇「こうもり」セレクション（ J.シュト
ラウス）
能美市立根上中／山本陽一（石川）〔Ⅱ〕喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より
（D.ショスタコーヴィチ）
高岡市立芳野中／橘恭幸（富山）〔Ⅳ〕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）
津幡町立津幡南中／奥泉清人（石川）〔Ⅳ〕富士山－北斎の版画に触発されて－（真
島俊夫）
滑川市立滑川中／吉野みのり（富山）〔Ⅰ〕吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
坂井市立春江中／武井晋（福井）〔Ⅱ〕ウィークエンド・イン・ニューヨーク（ P.スパ
ーク）
大野市開成中／井川宏明
（福井）〔Ⅰ〕富士山－北斎の版画に触発されて－
（真島俊夫）
南砺市立福野中／古澤千春（富山）〔Ⅳ〕森の贈り物（酒井格）
鯖江市中央中／佐々木和史（福井）〔Ⅳ〕
「スペイン狂詩曲」より（M.ラヴェル）
加賀市立錦城中／山内愛（石川）〔Ⅱ〕三日月の彼方（高橋宏樹）
高岡市立南星中／田賀美奈（富山）〔Ⅰ〕青い水平線（F.チェザリーニ）
射水市立大門中／表沙希（富山）〔Ⅳ〕ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜（福
島弘和）
坂井市立三国中／長﨑充博（福井）〔Ⅱ〕大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴
木英史）
越前市武生第一中／宮本淳（福井）〔Ⅱ〕二つの交響的断章（V.ネリベル）
金沢市立額中／伴卓也（石川）〔Ⅰ〕天雷无妄（天野正道）
能美市立辰口中／村尾彰拓（石川）〔Ⅱ〕
「交響曲第5番」より（M.アーノルド）
金沢市立大徳中／北山義隆（石川）〔Ⅳ〕歌劇「トスカ」より（G.プッチーニ）

福井県立高志高／山中ひかる（福井） ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜（福
島弘和）
片山学園中・高／石川絋一郎（富山）「ゴースト・トレイン」より（E.ウィテカー）
石川県立金沢伏見高／社谷内健太（石川） 天空の騎士〜吹奏楽のためのファンタ
ジー（片岡寛晶）
富山県立富山工業高／加藤祐行（富山） 二つの交響的断章（V.ネリベル）
富山県立高岡工芸高／岩本博之（富山） 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語
による（大栗裕）
福井県立丸岡高／鈴木千文（福井） 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン（鈴木
英史）
富山県立福岡高／藤井怜美（富山） 交響詩「モンタニャールの詩」
（ J.ヴァンデルロ
ースト）
石川県立松任高／三盃滋（石川） 海峡の護り（片岡寛晶）
福井県立勝山高／大野木圭（福井） アニー・ムーアの祈りの詩（樽屋雅徳）
石川県立大聖寺高／合場孝之（石川） バレエ音楽「風変わりな店」より（O.レスピー
ギ）

●高等学校 B 部門

白山市立北星中／木下典子（石川） マカーム・スピリタス〜吹奏楽のために（片岡
寛晶）
射水市立新湊中／川端由美（富山） スクーティン・オン・ハードロック（ D.ホルジン
ガー）
富山市立芝園中／渡辺優子（富山） 交響的舞曲第3番「祭り」
（C.ウィリアムズ）
越前市南越中／蜂谷公康（福井） 三つのジャポニスム（真島俊夫）
福井市社中／宮本正三（福井） リバーダンス（B.ウィーラン）
高岡市立伏木中／村田幸子（富山）「アメリカの騎士」より（S.メリロ）
越前市武生第六中／中村仁美（福井） 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション
（E.カールマン）
白山市立北辰中／佐武あや乃（石川） 祈りとトッカータ（J.バーンズ）
七尾市立七尾東部中／米田康子（石川） 梁塵秘抄－熊野古道の幻想－（福島弘和）
入善町立入善西中／幾島留美子（富山） 紅炎の鳥（田中賢）
射水市立小杉中／長谷川香（富山） 富士山－北斎の版画に触発されて－（真島俊夫）
金沢市立鳴和中／越中夏子（石川） 吹奏楽のための「虹色の海」
（鈴木英史）
鯖江市東陽中／田鳥麻澄（福井） シネマ・シメリック（天野正道）
永平寺町立松岡中／山田史（福井） 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ（松下
倫士）
射水市立新湊南部中／益山美智子（富山） 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物
語による（大栗裕）
かほく市立河北台中／高見茂幸（石川） 吹奏楽と打楽器群のための神話〜鳥之石
楠船神（片岡寛晶）

●中学校 B 部門

8月11日（祝・金）
・12日㈯・13日㈰ … 金沢歌劇座

第58回北陸吹奏楽コンクール

石川県立金沢桜丘高／鏡幸彦（石川）〔Ⅳ〕バレエ音楽「中国の不思議な役人」
（B.バ
ルトーク）
石川県立小松高／田中哲臣（石川）〔Ⅳ〕復興（保科洋）
富山県立富山高／石田浩之（富山）〔Ⅱ〕復興（保科洋）
福井県立三国高／小林幸代（福井）〔Ⅰ〕宇宙の音楽（P.スパーク）
富山県立富山南高／福島久美子（富山）〔Ⅳ〕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）
石川県立小松明峰高／木村有孝（石川）〔Ⅳ〕メディアの復讐の踊り（S.バーバー）
藤花学園尾山台高／竹内寛（石川）〔Ⅳ〕アルプスの詩（F.チェザリーニ）
福井工業大学附属福井高／上高裕希（福井）〔Ⅳ〕復興（保科洋）
富山県立富山商業高／鍛冶伸也（富山）〔Ⅳ〕トリトン・デュアリティ（長生淳）
富山県立高岡商業高／神田賢二
（富山）〔Ⅱ〕バッハの名による幻想曲とフーガ（F.リ
スト）
遊学館高／大嶋直樹（石川）〔Ⅳ〕交響詩「ローマの祭」
（O.レスピーギ）
福井県立武生商業高／植田薫（福井）〔Ⅴ〕メトロポリス1927（ P.グラハム）

