
１９８４年 
第３２回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋市民会館、普門館 

 

＜課題曲＞ 

A:変容―断章／池上敏 

B:吹奏楽のための土俗的舞曲／和田薫 

C:シンフォニエッタ／三上次郎 

D:マーチ・オーパス・ワン／浦田健次郎 

 

中学の部 

 

板橋区立赤塚第三中学校 指揮：酒井正幸 課：B 

交響組曲「シェエラザード」作品３５より 第４楽章 バグダッド

の祭、海、船の難破／N.リムスキー=コルサコフ（八田泰一） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：D 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ（渡辺秀

之） 

 

浜松市立積志中学校 指揮：田辺克彦 課：B 

交響的舞曲作品４５／S.ラフマニノフ（J.アンドリュウス） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：錦織雄司 課：B 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」作品１５より 戦争とナポレオンの敗

北、皇帝と廷臣たちの行列／Z.コダーイ（錦織雄司） ＊ 

 

金津町立金津中学校 指揮：武井秀明 課：D 

吹奏楽のための交響的音頭／兼田敏 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：神出有光 課：D 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ（V.サフネ

ラク） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：広沢昭博 課：A 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

重信町立重信中学校 指揮：越智英子 課：C 

吹奏楽のための第３組曲「バレエの情景」より パ・ドゥ・ドゥ、全

員の踊り／A.リード 

 

総社市立総社東中学校 指揮：熊澤利紀 課：B 

歌劇「ナブッコ」序曲／G.ヴェルディ（L.カイリエ） 

 

札幌市立向陵中学校 指揮：鹿討譲二 課：D 

スペイン奇想曲作品３４より 第３、４、５楽章／N.リムスキー=

コルサコフ（F.ウィンターボトム） 

 

豊島区立第十中学校 指揮：磯和利 課：B 

吹奏楽のための狂詩曲「ジェリコ」／M.グールド 

 

前橋市立第四中学校 指揮：福島茂直 課：C 

スペイン奇想曲作品３４より 第３、４、５楽章／N.リムスキー=

コルサコフ（M.ハインズレー） 

 

当麻町立当麻中学校 指揮：山形正法 課：B 

楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

前橋市立第二中学校 指揮：田村次男 課：D 

管弦楽のための三つの交響的素描「海」より 第３楽章 風と海

との対話／C.ドビュッシー（田村次男） 

 

宮崎市立大淀中学校 指揮：山内治夫 課：B 

ソワレ・ミュージカル作品９より 第１、４、５楽章／B.ブリテン

（C.ブラウン） 

 

安孫子市立白山中学校 指揮：青井眞吾 課：D 

幻想序曲「ロメオとジュリエット」より／P.チャイコフスキー（A.

マンシーニ） 

 

鯖江市立鯖江中学校 指揮：広比知徳 課：C 

楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：B 

トッカータとフーガ ニ短調／J.S.バッハ（藤田玄播） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：鈴木清 課：C 

歌劇「運命の力」序曲／G.ヴェルディ（M.レイク） 

 

富士市立吉原第一中学校 指揮：植村寿男 課：B 

バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム、火祭りの踊り／M.

ファリャ（藤田玄播） 

 

七戸町立七戸中学校 指揮：吉田栄一 課：B 

楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

宮崎市立大塚中学校 指揮：下之薗制勝 課：D 

幻想交響曲作品１４より 終楽章・ワルプルギスの夜の夢／H.

ベルリオーズ（藤田玄播） 

 

弘前市立第三中学校 指揮：一戸則夫 課：C 

管弦楽のための三つの交響的素描「海」より 第１楽章・海上の

夜明けから正午まで／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

太宰府市立学業院中学校 指揮：八尋清繁 課：D 

シンフォニック・バンドのためのパッサカリア／兼田敏 

 

出雲市立第二中学校 指揮：渡部修明 課：B 

吹奏楽のための木挽歌／小山清茂 

 

八戸市立湊中学校 指揮：佐藤憲一 課：B 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ（P.ディプ

リー） 

 

伊丹市立伊丹東中学校 指揮：永澤譲 課：B 

管弦楽のための三つの交響的素描「海」より 第３楽章 風と海

との対話／C.ドビュッシー（永澤譲） 

 

高校の部 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：A 

フェスティヴァル・ヴァリエーション／C.スミス 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：C 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」作品６４より モンタギュー家

とキャピュレット家、タイボルトの死／S.プロコフィエフ（上埜

孝） 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／A.ボロディン（M.ハ

インズレー） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

スウィンバーンの詩に基づく吹奏楽のための序曲「春の猟犬」

／A.リード 

 

土佐女子高等学校 指揮：池昌夫 課：C 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：D 

天使ミカエルの嘆き／藤田玄播 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：阿部正幸 課：D 

交響組曲「シェエラザード」作品３５より 第４楽章 バグダッド

の祭、海、船の難破／N.リムスキー=コルサコフ（M.ハインズレ

ー） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：D 

吹奏楽のための交響的詩曲「地底」／名取吾朗 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：A 

交響曲第３番 ハ長調「シンフォニー・ポエム」／A.ハチャトゥリ

アン（小林久仁郎） 

 

中村学園女子高等学校 指揮：松澤洋 課：C 

バレエ組曲「ロデオ」より サタディナイトワルツ、ホーダウン／A.

コープランド（小長谷宗一） 



 

島根県立出雲高等学校 指揮：金本克康 課：A 

幻想交響曲作品１４より 終楽章・ワルプルギスの夜の夢／H.

ベルリオーズ（藤田玄播） 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：D 

吹奏楽のための組曲「ハムレットへの音楽」より プロローグ、

俳優たちの入場、エルノシア城とクローディアス王の宮中／A.

リード 

 

東邦高等学校 指揮：稲垣信哉 課：B 

吹奏楽のための交響詩より 第４楽章／R.ジェイガー 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：D 

吹奏楽のための「永訣の詩」／名取吾朗 

 

青森山田高等学校 指揮：山内一泰 課：C 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：C 

呪文とトッカータ／J.バーンズ 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：高橋紘一 課：B 

変容?情短詩／三善晃（天野正道） 

 

金山学園高等学校 指揮：佐藤尭史 課：C 

序曲「ローマの謝肉祭」作品９／H.ベルリオーズ（V.F.サフラネ

ク） 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：D 

祝典序曲／広瀬量平（上埜孝） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：鈴木孝佳 課：D 

ポルトガル系移民人達の祭「シャマリータ」／R.ニクソン 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：C 

吹奏楽のための「カタストロフィー」／保科洋 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：D 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より／Z.コダーイ（上埜孝） ＊ 

 

県立神戸高等学校吹奏楽部 指揮：兵頭伸二 課：C 

楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：C 

アルメニアンダンス パートⅡより ロリの歌／A.リード 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：C 

交響組曲「寄港地」より チュニスからネフタ、ヴァレンシア／J.

イベール（P.デュポン） 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：D 

交響曲第２番より／J.B.チャンス 

 

島根県立川本高等学校 指揮：片寄祐二 課：B 

交響組曲「寄港地」より チュニスからネフタ、ヴァレンシア／J.

イベール（P.デュポン） 

 

大学の部 

 

中央大学音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 課：D 

管弦楽のための狂詩曲「スペイン」／E.シャブリエ（L.カイリエ） 

 

鹿児島大学学友会吹奏楽団 指揮：岩見浩史 課：C 

組曲「絵のような風景」より アンジェラスの鐘、ジプシーの祭

／J.マスネ（L.ミレ） 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：上原圭詞 課：B 

交響組曲「能面」より／小山清茂（上原圭詞） 

 

関西大学応援団本部吹奏楽部 指揮：寺本雄治 課：C 

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲／R.ワーグナー（木村𠮷宏） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：D 

交響的舞曲作品４５より 第３楽章／S.ラフマニノフ（佐藤正

人） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：田中良紀 課：B 

愁映／保科洋 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：D 

バレエ音楽「四季」より 秋／A.グラズノフ（R.バンクロフト） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：A 

交響組曲「寄港地」より／J.イベール（P.デュポン） 

 

秋田大学吹奏楽団 指揮：谷慶郎 課：B 

スペイン奇想曲作品３４より 第３、４、５楽章／N.リムスキー=

コルサコフ（F.ウィンターボトム） 

 

職場の部 

 

電電中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：B 

スプリングレイク序曲／W.バレンジャー 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：B 

「メキシコの祭」より 第３楽章／O.リード 

 

電電東京吹奏楽団 指揮：小野照三 課：C 

吹奏楽のための第３組曲／A.リード 

 

秋田銀行吹奏楽団 指揮：浅利裕之 課：C 

チェスフォード・ポートレート／J.スウェアリンジェン ＊ 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：C 

歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲／R.ワーグ

ナー（F.ウィンターボトム） 

 

松下電工吹奏楽団 指揮：森本真佐美 課：C 

序曲「チェスター」／W.シューマン 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：原田元吉 課：A 

古祀／保科洋 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：山田達夫 課：D 

交響曲第９番作品９５「新世界より」終楽章／A.ドヴォルザーク

（E.ライゼン） 

 

一般の部 

 

からす川音楽集団 指揮：児玉健一 課：D 

呪文と踊り／J.B.チャンス 

 

蒲郡市吹奏楽団 指揮：西浦稔 課：B 

交響的断章／V.ネリベル 

 

福井市吹奏楽団 指揮：武曽豊治 課：C 

吹奏楽のための第２組曲より 第３、４楽章／A.リード 

 

長岡市吹奏楽団 指揮：浅井将夫 課：D 

「カルミナ・ブラーナ」より／C.オルフ（J.クランス） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：C 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

葛飾吹奏楽団 指揮：小野照三 課：C 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／O.レスピ

ーギ（W.シェイファー） 

 

出雲吹奏楽団 指揮：原田実 課：C 

シンフォニックバンドのための序曲／兼田敏 

 

大曲吹奏楽団 指揮：田村忍 課：C 

管楽器と打楽器のための交響曲第２番より 第２、３楽章／J.B.

チャンス 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：B 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：堤智 課：D 

組曲「絵のような風景」より アンジェラスの鐘、ジプシーの祭

／J.マスネ（鶴 典之） 



 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：B 

天使ミカエルの嘆き／藤田玄播 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：遠藤敏男 課：D 

古いアメリカ舞曲による組曲より ケーク・ウォーク、ショティッ

シュ、ラグ／R.ベネット 

 

特別演奏 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 

行進曲「なつかしのパナマ」／K.J.アルフォード喜歌劇「こうも

り」序曲／J.シュトラウス（H.ゴッドフリー）行進曲「サーカス・ビ

ー」／H.フィルモア 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 

交響詩「ローマの松」より アッピア街道の松／O.レスピーギ

（デュカー）フックト・オン・アメリカ／（岩井直溥）星条旗よ永遠

なれ／J.P.スーザ 

 

 

１９８５年 
第３３回全日本吹奏楽コンクール 

会場：福岡サンパレス、普門館 

 

＜課題曲＞ 

A:Overture FIVE RINGS／三枝成彰 

B:波の見える風景／真島俊夫 

C:シンフォニックファンファーレとマーチ／仲本政国 

D:ポップ ステップ マーチ／森田一浩 

 

中学校の部 

 

大社町立大社中学校 指揮：山根文夫 課：B 

祝典序曲／ショスタコーヴィチ（D.ハンスバーガー） 

 

宮崎市立大塚中学校 指揮：下之薗制勝 課：D 

歌劇「リエンツィ」序曲／ワーグナー（藤田玄播） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：B 

歌劇「運命の力」序曲／ヴェルディ（渡辺秀之） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：広沢昭博 課：B 

交響曲 第四楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

小牧市立小牧中学校 指揮：酒井邦仁男 課：C 

呪文とトッカータ／バーンズ 

 

弘前市立第三中学校 指揮：一戸則夫 課：B 

幻想交響曲 第五楽章 魔女の夜宴―魔女のロンド／ベルリオ

ーズ（藤田玄播） 

 

武生市立武生第三中学校 指揮：岩端るみ子 課：B 

交響組曲「シェエラザード」 第四楽章／リムスキー=コルサコフ

（M.ハインズレー） 

 

大宮市立宮前中学校 指揮：須田澄江 課：C 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／ヴェルディ（P.デュプリ

ー） 

 

豊島区立第十中学校 指揮：磯和利 課：B 

歌劇「イーゴリ公」 ダッタン人の踊り／ボロディン（八田泰一） 

 

西宮市立今津中学校 指揮：石川学 課：B 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（石川学） 

 

重信町立重信中学校 指揮：：越智英子 課：B 

交響組曲「シェエラザード」 第四楽章／リムスキー=コルサコフ

（藤永浩） 

 

宮崎市立大淀中学校 指揮：山内治夫 課：B 

吹奏楽のための「神話」（天岩屋戸の物語による）／大栗裕 

 

堺市立上野芝中学校 指揮：佐藤浩史 課：D 

交響詩「魔法使いの弟子」／デュカス（F.ウインターボトム） 

 

山形市立第三中学校 指揮：高橋顕一 課：D 

マスク／マクベス 

 

那覇市立小禄中学校 指揮：屋比久勲 課：D 

「ウイーンの朝、昼、晩」序曲／スッペ（H.フィルモア） 

 

島田市立島田第二中学校 指揮：首藤栄市 課：A 

組曲「イベリア」 セビリアの聖体祭・港／アルベニス（藤田玄播） 

 

伊勢崎市立第三中学校 指揮：本間裕 課：D 

オセロ／リード 

 

揖斐川町立揖斐川中学校 指揮：矢橋文夫 課：A 

幻想序曲「ロメオとジュリエット」／チャイコフスキー（矢橋文

夫） 

 

八戸市立湊中学校 指揮：佐藤憲一  課：：B 

交響組曲「寄港地」 チュニスよりネフタ、ヴァレンシア／イベー

ル（P.デュポン） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：錦織雄司 課：B 

序曲「ローマの謝肉祭」／ベルリオーズ（錦織雄司） 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：西尾正則 課：B 

組曲「火の鳥」 魔王カスチェイら一党の凶悪な踊り、終曲／ス

トラヴィンスキー（上埜孝） 

 

留萌市立留萌中学校 指揮：桜井惇 課：C 

スペイン奇想曲／リムスキー=コルサコフ（桜井惇） 

 

甲府市立南西中学校 指揮：玄間博 課：D 

アルメニアンダンス パートⅡ／リード 

 

玉川学園中学部 指揮：長谷部啓 課：B 

歌劇「サムソンとデリラ」 バッカナール／サン=サーンス（L.ス

タイガー） 

 

大月市立大月東中学校 指揮：平野廣海 課：D 

歌劇「サルタン王」 三つの魔法／リムスキー=コルサコフ（藤田

玄播） 

 

出雲市立第二中学校 指揮：渡部修明 課：B 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

旭川市立永山中学校 指揮：栗谷川武 課：A 

小組曲 小舟にて、バレエ／ドビュッシー（藤田玄播） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：鈴木清 課：C 

喜歌劇「こうもり」序曲／シュトラウス（L.カイリエ） 

 

高等学校の部 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：A 

交響曲第二番より／ガジベコフ（小林久仁郎） 

 

沖縄県立那覇高等学校 指揮：富原守哉 課：D 

幻想交響曲 第五楽章 魔女の夜宴―魔女のロンド／ベルリオ

ーズ（藤田玄播） 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：B 

古祀／保科洋 

 

北海道立旭川東高等学校 指揮：田村崇英 課：A 

交響詩「ローマの祭」 チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ（W.

シェーファー） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：A 

タブロウ／ジェイガー 

 

中村学園女子高等学校 指揮：松澤洋 課：D 

バレエ組曲「コッペリア」より／ドリーブ（小長谷宗一） 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：B 

幻想交響曲 第五楽章 魔女の夜宴―魔女のロンド／ベルリオ



ーズ（藤田玄播） 

 

日本大学豊山高等学校 指揮：大橋秀丸 課：B 

歌劇「ファウスト」より／グノー（D.ゴッドフリー） 

 

青森山田高等学校 指揮：伊藤透 課：A 

ファンファーレ、バラードとジュビリー／スミス 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：金本克康 課：A 

エル サロン メヒコ／コープランド（M.ハインズレー） 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：B 

セント アンソニー ヴァリエーション／ヒル（中屋幸男） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：B 

夜想曲 祭／ドビュッシー（藤田玄播） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：B 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

交響曲第三番「シンフォニー・ポエム」／ハチャトゥリアン（小林

久仁郎） 

 

兵庫県立御影高等学校 指揮：楊鴻泰 課：A 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

広島市立基町高等学校 指揮：土居晃 課：D 

喜歌劇「こうもり」序曲／シュトラウス（L.カイリエ） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：A 

エル サロン メヒコ／コープランド（M.ハインズレー） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：D 

ハムレットへの音楽 エルシノア城とクローディアス王の宮中、

俳優たちの入場／リード 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：B 

プラハのための音楽１９６８／フサ 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：D 

パストラーレ／保科洋 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：D 

組曲「火の鳥」 魔王カスチェイら一党の凶悪な踊り、終曲／ス

トラヴィンスキー（上埜孝） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：高橋紘一 課：B 

バッカナール／黛敏郎（天野正道） 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：B 

吹奏楽のための詩曲「アトモスフィア」／名取吾朗 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：阿部正幸 課：C 

交響曲第四番 第四楽章／チャイコフスキー（V.サフラネク） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：B 

パストラーレ／保科洋 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：B 

交響詩「ローマの祭」 十月祭、主顕祭／レスピーギ（W.シェー

ファー） 

 

高松市立高松第一高等学校 指揮：石川孝司 課：B 

タブロウ／ジェイガー 

 

大学の部 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：B 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 モンタギュー家とキャピュ

レット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（磯崎淳博） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：辻󠄀井清幸 課：A 

ヒロイック サガ／ジェイガー 

 

国立詫間電波工業高等専門学校 指揮：中内茂樹 課：C 

吹奏楽のための序曲「飛鳥」／櫛田胅之扶 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：山戸進 課：D 

祝典舞曲／保科洋 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：D 

交響組曲「シェエラザード」 第四楽章／リムスキー=コルサコフ

（寺中哲二） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：B 

交響曲第七番 第四楽章／プロコフィエフ（沖公智） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：鈴木孝佳 課：D 

小組曲／リード 

 

岩手大学吹奏楽部 指揮：高橋和久 課：B 

交響的舞曲 第三楽章／ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

熊本大学体育会吹奏楽部 指揮：大森雅岳 課：B 

ハムレットへの音楽より／リード 

 

中央大学音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 課：A 

交響詩「禿山の一夜」／ムソルグスキー（W.シェーファー） 

 

駒沢大学吹奏楽部 指揮：上埜孝 課：D 

三つの交響的素描「海」 風と海との対話／ドビュッシー（上埜

孝） 

 

職場の部 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：D 

吹奏楽のための「天使ミカエルの嘆き」／藤田玄播 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：D 

シンフォニックバンドのための「Ode」／浦田健次郎 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：D 

ファンファーレ、バラードとジュビリー／スミス 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：D 

吹奏楽のための第三組曲／リード 

 

秋田銀行吹奏楽団 指揮：浅利裕之 課：D 

ジュビラント トリビュート／マクギンティ 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：山口清高 課：C 

吹奏楽のためのソナタ／團伊玖磨（時松敏康） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：山田達夫 課：D 

バレエ音楽「四季」より 秋／グラズノフ（R.バンクロフト） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：B 

レイクワシントン組曲 序奏、湖の印象、ギャロップ／ズデクリク 

 

一般の部 

 

六本松ウインドアンサンブル 指揮：吉浦勝喜 課：D 

組曲「赤毛のポニー」／コープランド 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：D 

歌劇「運命の力」序曲／ヴェルディ（M.レイク） 

 

豊島区吹奏楽団 指揮：八田泰一 課：B 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

愛媛ウインドアンサンブル 指揮：河上哲夫 課：B 

序曲「リシルド」／パレ 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：正高一朗 課：B 

歌劇「運命の力」序曲／ヴェルディ（藤田玄播） 

 

出雲吹奏楽団 指揮：原田実 課：B 

サンタフェ物語／グールド 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：B 

道化師の朝の歌／ラベル（L.オドム） 

 



尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：A 

吹奏楽のための「神話」（天岩屋戸の物語による）／大栗裕 

 

酒田吹奏楽団 指揮：細田昌 課：A 

パンチネロ序曲／リード 

 

小松市民吹奏楽団 指揮：北島章 課：B 

組曲「展覧会の絵」 鶏の足のうえの小屋、キエフの大門／ムソ

ルグスキー（E.ライゼン） 

 

甲府南西ユース吹奏楽団 指揮：玄間博 課：D 

ハムレットへの音楽 エルシノア城とクローディアス王の宮中、

俳優たちの入場／リード 

 

Ｎ.Ｇ吹奏楽団 指揮：中野晃太郎 課：A 

交響曲第一番 第一楽章／シベリウス（G.ウィルソン） 

 

 

１９８６年 
第３４回全日本吹奏楽コンクール 

会場：尼崎市総合文化センター, 普門館 

 

＜課題曲＞ 

A:吹奏楽のための「変容」／瑞木 薫 

B：「嗚呼！」／兼田 敏 

C：「吹奏楽のための序曲」／間宮芳生 

D：コンサート・マーチ「テイク・オフ」／建部知弘（藤田玄播） 

 

中学校の部 

 

出雲市立出雲第二中学校 指揮：錦織雄司 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より／プロコフィエフ

（A.Isozaki） 

 

大月市立大月東中学校 指揮：平野廣海 課：D 

歌劇 「 シ チ リア島の夕べの祈り 」 序曲／ヴェルディ

（V.Safranek） 

 

当麻町立当麻中学校 指揮：山形正法 課：D 

ス ペ イ ン 綺 想 曲 よ り ／ リ ム ス キ ー = コ ル サ コ フ

（F.Winterbottom） 

 

那覇市立首里中学校 指揮：久高友之 課：D 

ス ペ イ ン 綺 想 曲 よ り ／ リ ム ス キ ー = コ ル サ コ フ

（F.Winterbottom） 

 

伊丹市立伊丹東中学校 指揮：永澤譲 課：B 

瞑と舞／池上 敏 

 

八戸市立湊中学校 指揮：佐藤憲一 課：C 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：竹沢明利 課：B 

歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール／サン=サーンス

（L.Steiger） 

 

弘前市立第三中学校 指揮：一戸則夫 課：D 

歌劇「運命の力」序曲／ヴェルディ（N.Ichinohe） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：鈴木清 課：B 

序曲「ローマの謝肉祭」／ベルリオーズ（G.Fujita） 

 

金津町立金津中学校 指揮：武井秀明 課：B 

朝鮮民謡による変奏曲／チャンス 

 

小牧市立小牧中学校 指揮：酒井邦仁男 課：A 

アンティフォナーレ／ネリベル 

 

玉川学園中学部 指揮：長谷部啓 課：D 

組曲「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.Wiggins） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：小池美知夫 課：A 

幻想交響曲より 魔女の夜宴-魔女のロンド／ベルリオーズ

（A.Gironce） 

 

足立区立第十四中学校 指揮：宇野浩之 課：B 

交響詩「魔法使いの弟子」／デュカス（L.Cailliet） 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：A 

ス ペ イ ン 綺 想 曲 よ り ／ リ ム ス キ ー = コ ル サ コ フ

（F.Winterbottom） 

 

旭川市立永山中学校 指揮：栗谷川武 課：B 

組曲「三角帽子」より  粉屋の踊り、終幕の踊り／ファリャ

（Vinter, Wiggins） 

 

秋田市立城東中学校 指揮：加藤昌弘 課：A 

組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（M.Kato） ＊ 

 

総社市外二箇村中学校組合立総社東中学校 指揮：熊沢利紀 

課：B 

序曲「ローマの謝肉祭」／ベルリオーズ（V.Safranek） 

 

川越市立霞ヶ関西中学校 指揮：阿部和博 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（T.Ueno） 

 

宮崎市立大塚中学校 指揮：下之薗制勝 課：D 

ハンガリー狂詩曲第二番／リスト（A.Molenschot） 

 

東金市立東金中学校 指揮：植草貴久男 課：A 

ス ペ イ ン 綺 想 曲 よ り ／ リ ム ス キ ー = コ ル サ コ フ

（F.Winterbottom） 

 

人吉市立第一中学校 指揮：福島眞也 課：B 

吹奏楽のためのコラールとカプリチオ／ラニング 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：幸正勤也 課：B 

交響曲第三番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリアン

（K.Kobayashi） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：C 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（H.Watanabe） 

 

広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：D 

「夜想曲」より 祭／ドビュッシー（G.Fujita） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：A 

吹奏楽のための「神話」（天の岩屋戸の物語による）／大栗 裕 

 

重信町立重信中学校 指揮：升岡英子 課：C 

組曲「火の鳥」より 魔王カスチェイら一党の凶悪な踊り、終曲

／ストラヴィンスキー（Y.Nishikori） ＊ 

 

前橋市立第三中学校 指揮：新海弘光 課：B 

組曲「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.Wiggins） 

 

高等学校の部 

 

島根県立川本高等学校 指揮：片寄祐二 課：D 

交響組曲「シェエラザード」より／リムスキー=コルサコフ

（M.Belaieff） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：高橋紘一 課：C 

交響三章／三善 晃（M.Amano） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：A 

イーゴル・ファンタジー／ラム 

 

兵庫県立御影高等学校 指揮：楊鴻泰 課：C 

組曲「火の鳥」より 王女達の踊り、魔王カスチェイら一党の凶

悪な踊り／ストラヴィンスキー（S.Yamato, T.Ueno） ＊ 

 

福島県立勿来工業高等学校 指揮：藤林二三夫 課：C 

吹奏楽のための「神話」（天の岩屋戸の物語による）／大栗 裕 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：D 

「小組曲」より 小舟にて、バレエ／ドビュッシー（G.Fujita） 

 

山形県立山形南高等学校 指揮：鈴木秀夫 課：A 



狂詩曲「タラス・ブーリバ」より 予言とタラス・ブーリバの死／

ヤナーチェク（M.Asai） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：C 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.Boutry） 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：A 

幻想序曲「ロメオとジュリエット」／チャイコフスキー

（M.Hindsley） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：C 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（Y.Hatta） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：D 

アルメニアン・ダンス・パート I／リード 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：D 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.Schaefer） 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：D 

オセロ／リード 

 

中村学園女子高等学校 指揮：松澤洋 課：D 

パリの喜び／オッフェンバック-ロザンタール（S.Konagaya） 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：B 

オセロ／リード 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

バレエ組曲「コッペリア」より／ドリーブ（S.Konagaya） 

 

香川県立観音寺第一高等学校 指揮：村山英一 課：B 

歌劇「リエンチ」序曲／ワグナー（G.Fujita） 

 

就実高等学校 指揮：村松勲 課：D 

バレエ組曲「コッペリア」より マズルカ、ワルツ、チャルダシュ／

ドリーブ（S.Konagaya） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：D 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（T.Ueno） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：C 

吹奏楽のための詩曲「アトモスフィア」／名取吾朗 

 

日本大学豊山高等学校 指揮：大橋秀丸 課：B 

歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール／サン=サーンス

（L.Steiger） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：鈴木孝佳 課：A 

ディヴェルティメントより／バーンスタイン（C.Grundman） 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：B 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ 

 

北海道市立札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

吹奏楽のための「神話」（天の岩屋戸の物語による）／大栗 裕 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：A 

アルメニアン・ダンス・パート I／リード 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：B 

「ロデオ」４つのダンス・エピソードより カウボーイの休日／コ

ープランド（S.Konagaya） 

 

兵庫県立神戸高等学校 指揮：不二真人 課：B 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（G.Fujita） 

 

大学の部 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：B 

組曲「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.Wiggins） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：平川真 課：A 

「サルタン皇帝の物語」より ３つの奇蹟／リムスキー=コルサコ

フ（G.Fujita） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：辻󠄀井清幸 課：C 

ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲／スミス 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：松木光仁 課：D 

エル・カミーノ・レアル／リード 

 

中央大学音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より 朝の踊り、喧嘩、少女ジ

ュリエット、タイボルトの死／プロコフィエフ（N.Hayashi） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：C 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.Schaefer） 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：B 

法華経からの３つの啓示／リード 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：佐渡裕 課：D 

「ハーリ・ヤーノシュ組曲」より／コダーイ（T.Ueno） ＊ 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：B 

交響曲第三番 イ短調より／ラフマニノフ（K.Oki） 

 

岩手大学吹奏楽部 指揮：高崎一 課：C 

交響曲第一番 ニ短調より／ラフマニノフ（K.Anayama） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：鈴木孝佳 課：C 

ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲／スミス 

 

青山学院大学吹奏楽部 指揮：斉藤行 課：C 

シンフォニック・ダンスより／ラフマニノフ（M.Sato） 

 

職場の部 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：D 

エル・カミーノ・レアル／リード 

 

秋田銀行吹奏楽団 指揮：浅利裕之 課：D 

ボイジャー／角田季子（O.Kajitani） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：B 

吹奏楽のための協奏曲／ジェイコブ 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：山田達夫 課：D 

「ウイーンの朝、昼、晩」序曲／スッペ（S.Oda） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：山口清高 課：D 

「ロデオ」４つのダンス・エピソードより カウボーイの休日／コ

ープランド（S.Konagaya） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：D 

「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より 第一幕への前奏

曲／ワグナー（E.Jacob） 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：B 

オーストラリア変奏組曲／カーノウ 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：B 

南の空のトーテムポール／田中 賢 

 

一般の部 

 

松山市民吹奏楽団 指揮：藤沢一仁 課：D 

ハムレットへの音楽／リード 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：堀田有幸 課：D 

ハンガリー狂詩曲第二番／リスト（P.Dupont） 

 

富山ウインドアンサンブル 指揮：片山亮一 課：D 

エル・カミーノ・レアル／リード 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：川口春生 課：D 



アコラーデ／タル 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：金子勉 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（A.Yodo） 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：C 

組曲「三角帽子」より  粉屋の踊り、終幕の踊り／ファリャ

（B.Wiggins） 

 

仙台吹奏楽団 指揮：新田孝 課：D 

ハムレットへの音楽／リード 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：B 

「サルタン皇帝の物語」より ３つの奇蹟／リムスキー=コルサコ

フ（G.Fujita） 

 

山口ブラスソサエティ 指揮：岩崎隆司 課：D 

交響詩「ローマの松」より／レスピーギ（G.Duker） 

 

葛飾吹奏楽団 指揮：小野照三 課：A 

バレエ組曲「三角帽子」より 粉屋の踊り、終幕の踊り／ファリャ

（Wiggins, Vinter） 

 

上尾市民吹奏楽団 指揮：蓜島隆夫 課：A 

バレエ組曲「コッペリア」より／ドリーブ（S.Konagaya） 

 

蒲郡市吹奏楽団 指揮：西浦稔 課：B 

序曲「ローマの謝肉祭」／ベルリオーズ（V.Safranek） 

 

 

１９８７年 
第３５回全日本吹奏楽コンクール 

会場：豊田市民文化会館, 普門館 

 

＜課題曲＞ 

A：「風紋」／保科 洋 

B：「渚スコープ」／吉田峰明 

C：「コンサートマーチ’８７」／飯沼信義 

D：「ムービング・オン」／川上哲夫 

E：マーチ「ハロー！サンシャイン」／松尾善雄 

 

中学校の部 

 

大社町立大社中学校 指揮：山根文夫 課：E 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

東海市立加木屋中学校 指揮：石川暢夫 課：E 

バレエ音楽「火の鳥」より カスチェイら一党の凶悪な踊り、カス

チェイの城と魔法の消滅―石にされていた騎士たちの復活そ

して大団円／ストラヴィンスキー ＊ 

 

前橋市立第一中学校 指揮：金井紀彦 課：E 

交響組曲「寄港地」より チュニス―ネフタ ヴァレンシア／イベ

ール（P.デュポン） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：鈴木清 課：E 

歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への厳かな行列／

ワーグナー（L.カイリエ） 

 

足立区立第十四中学校 指揮：宇野浩之 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

山形市立第六中学校 指揮：宮古一夫 課：A 

幻想交響曲より 魔女の夜宴の夢―魔女のロンド／ベルリオー

ズ（藤田玄播） 

 

西宮市立今津中学校 指揮：石川学 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」より 王女達のロンド、カスチェイら一党の

凶悪な踊り／ストラヴィンスキー ＊ 

 

安芸市立安芸中学校 指揮：野町雅之 課：A 

海の歌／ミッチェル 

 

出雲市立出雲第二中学校 指揮：錦織雄司 課：D 

歌劇「運命の力」序曲／ヴェルディ（錦織雄司） 

 

前橋市立第三中学校 指揮：新海弘光 課：A 

交響詩「禿山の一夜」／ムソルグスキー（M.ハインズレー） 

 

宮崎市立大塚中学校 指揮：下之薗制勝 課：E 

楽劇「神々のたそがれ」より 葬送行進曲／ワーグナー（下之薗

制勝） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

富士市立元吉原中学校 指揮：佐野良夫 課：C 

歌劇「ル・シッド」のバレエ音楽より カタルーニャの踊り、マドリ

ードの踊り／マスネ（石川喬雄） 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：竹沢明利 課：A 

仮面幻想／大栗裕 

 

武生市立武生第一中学校 指揮：奥田健雄 課：E 

二つの交響的断章／ネリベル 

 

前橋市立第四中学校 指揮：福島茂直 課：E 

三つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（藤田玄播） 

 

八戸市立湊中学校 指揮：佐藤憲一 課：A 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.シェーファー） 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：A 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正夫 課：A 

バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」／ルーセル ＊ 

 

武蔵村山市立第四中学校 指揮：横沢源 課：E 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（藤田玄播） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：荒木関守 課：D 

アルメニアン・ダンス・パートⅠ／リード 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：幸正勤也 課：E 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

当麻町立当麻中学校 指揮：山形正法 課：E 

吹奏楽のための「木挽歌」／小山清茂 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：D 

ハンガリー狂詩曲第２番／リスト（渡辺秀之） 

 

弘前市立第三中学校 指揮：一戸則夫 課：A 

バレエ組曲「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.ウィギン

ズ） 

 

広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：E 

三つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（藤田玄播） 

 

高等学校の部 

 

東京朝鮮中高級学校 指揮：朴泰永 課：A 

祝典序曲／ショスタコーヴィチ（D.ハンスバーガー） 

 

明徳義塾高等学校 指揮：山崎幸男 課：E 

シンフォニア・フェスティーヴァ／ラニング 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：E 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：B 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より パントマイム、全員の踊り／

ラヴェル（R.ブートリー） 



 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：鈴木孝佳 課：E 

カウボーイ／ウィリアムズ（J.カーナウ） 

 

山形県立山形南高等学校 指揮：鈴木秀夫 課：E 

交響詩「ローマの松」より ジャニコロの松、アッピア街道の松／

レスピーギ（G.デュカ） 

 

佐賀県立佐賀商業高等学校 指揮：舘井孝雄 課：A 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：B 

吹奏楽のための「神話」（天岩屋戸の物語による）／大栗裕 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：E 

組曲「展覧会の絵」より 鶏の足のうえの小屋、キエフの大門／

ムソルグスキー（土合勝彦） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：佐藤滋 課：A 

交響詩「ローマの噴水」より 朝のトリトーネの噴水、昼のトレヴ

ィの噴水／レスピーギ（藤田玄播） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：金本克康 課：A 

スペイン狂詩曲／シャブリエ（V.サフラネク） 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：E 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

就実高等学校 指揮：村松勲 課：E 

ルーマニア狂詩曲第１番／エネスコ ＊ 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（上埜孝） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：B 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.シェーファー） 

 

東邦高等学校 指揮：稲垣信哉 課：E 

死者のためのミサ曲 第２曲「怒りの日」より／ヴェルディ（E.モ

ーレンハウアー） 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：E 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死、ジュリエットの墓の前のロメオ／

プロコフィエフ（淀彰） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：E 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（淀彰） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：E 

オセロ／リード 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：A 

プラハのための音楽１９６８年／フーサ 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：C 

アルメニアン・ダンス・パートⅠ／リード 

 

兵庫県立西宮高等学校 指揮：吉永陽一 課：A 

プラハのための音楽１９６８年／フーサ 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：A 

交響詩「ローマの祭」より 主顕祭／レスピーギ（上埜孝） 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：E 

吹奏楽のための詩曲「永訣の詩」／名取吾朗 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：D 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（L.ストコフスキー、木村𠮷

宏） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：B 

三つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー

（八田泰一） 

 

中村学園女子高等学校 指揮：松澤洋 課：E 

バレエ音楽「眠りの森の美女」／チャイコフスキー（小長谷宗一） 

 

大学の部 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：A 

シンフォニア・フェスティーヴァ／ラニング 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：A 

民謡を主題としたスコットランド風行進曲／ドビュッシー（沖公

智） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：鈴木孝佳 課：D 

百年祭祝典序曲／バーンズ 

 

中央大学音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 導入部、ヌーネの踊り、バラの少女

たちの踊り、レスギンカ舞曲／ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：松木光仁 課：E 

序曲「リシルド」／パレ 

 

山形大学吹奏楽団 指揮：太田和幸 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」より／ストラヴィンスキー ＊ 

 

関西大学応援団吹奏楽部 指揮：橋本徳幸 課：A 

バレエ音楽「四季」より 秋／グラズノフ（橋本徳幸） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：辻󠄀井清幸 課：B 

交響詩「ローマの祭」より 主顕祭／レスピーギ（吉永陽一） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：杉山晃 課：A 

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／ラヴェル（R.ブートリー） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：河島昌彦 課：E 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

青山学院大学吹奏楽部 指揮：斎藤行 課：C 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（藤田玄播） 

 

職場・一般の部 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：E 

歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」序曲／ベルリオーズ（P.デ

ュポン） 

 

ツヅキボウ交響吹奏楽団 指揮：酒井節郎 課：E 

吹奏楽のための抒情的「祭」／伊藤康英 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：A 

シンフォニア・フェスティーヴァ／ラニング 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：E 

交響曲第八番より 第四楽章／ドヴォルザーク（W.シェーファ

ー） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：山口清高 課：E 

バレエ組曲「コッペリア」より／ドリーブ（小長谷宗一） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：E 

吹奏楽のための交響的瞬間／兼田敏 

 

富山ウインドアンサンブル 指揮：片山亮一 課：E 

シンフォニア・フェスティーヴァ／ラニング 

 

山口ブラスソサエティ 指揮：岩崎隆司 課：E 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（W.シェーファー） 

 

札幌吹奏楽団 指揮：菅原克弘 課：A 

バレエ組曲「コッペリア」より／ドリーブ（小長谷宗一） 

 

からす川音楽集団吹奏楽部 指揮：児玉健一 課：A 

吹奏楽のための「神話」（天岩屋戸の物語による）／大栗裕 

 



松山市民吹奏楽団 指揮：藤沢一仁 課：E 

オセロ／リード 

 

蒲郡市吹奏楽団 指揮：西浦稔 課：E 

呪文とトッカータ／バーンズ 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：E 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：川口春生 課：E 

ヒロイック・サガ／ジェイガー 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：磯貝富治男 課：E 

アルメニアンダンス パートⅠ／リード 

 

ＮＧ吹奏楽団 指揮：中野晃太郎 課：A 

エル・カミーノ・レアル／リード 

 

豊島区吹奏楽団 指揮：八田泰一 課：A 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.シェーファー） 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：箕輪響 課：A 

ハーリ・ヤーノシュ組曲より／コダーイ ＊ 

 

特別演奏 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 

ムグン・ドン（無窮動）／イサン・ユン（田中賢）フェスタ・デ・エス

パーナ／角田季子（田中賢） 

 

 

１９８８年 
第３６回全日本吹奏楽コンクール 

会場：ソニックシティホール,普門館 

 

＜課題曲＞ 

A：吹奏楽のための「深層の祭」 ／三善 晃 

B：「交響的舞曲」／小林 徹 

C：マーチ「スタウト・アンド・シンプル」／原 博 

D：「カーニバルのマーチ」／杉本 幸一（小長谷宗一） 

 

中学校の部 

 

西宮市立今津中学校 指揮：石川学 課：A 

交響詩「魔法使いの弟子」／デュカス（L.ショメル） 

 

前橋市立第四中学校 指揮：福島茂直 課：D 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

綾歌町立綾歌中学校 指揮：石本隆行 課：D 

バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.ウィギン

ズ） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：A 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー（八

田泰一） 

 

中野区立北中野中学校 指揮：大野敏彦 課：C 

オセロより Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ／リード 

 

大社町立大社中学校 指揮：山根文夫 課：A 

ハーリ・ヤーノシュ組曲より IV,VI／コダーイ（錦織雄司） ＊ 

 

弘前市立第三中学校 指揮：一戸則夫 課：B 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

総社市立総社東中学校 指揮：熊澤利紀 課：D 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（E.ライゼン） 

 

松山市立三津浜中学校 指揮：田村和夫 課：B 

祝典序曲／ショスタコーヴィチ（D.ハンスバーガー） 

 

野辺地町立野辺地中学校 指揮：吉田栄一 課：B 

スペイン奇想曲より／リムスキー=コルサコフ（F.ウィンターボ

トム） 

 

相良町立相良中学校 指揮：萩田恵美子 課：D 

オセロより Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ／リード 

 

札幌市立平岡中学校 指揮：鹿討譲二 課：B 

ルイス・アロンソの婚礼より 間奏曲／ヒメネス（松代晃明） 

 

川越市立霞ヶ関西中学校 指揮：阿部和博 課：A 

「ロデオ」４つのダンス・エピソードより 土曜日の晩のワルツ、

踊り／コープランド（小長谷宗一） 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：竹沢明利 課：B 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 導入部、ヌーネの踊り、バラの少女

たちの踊り、レスギンカ舞曲／ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

那覇市立小禄中学校 指揮：久高友之 課：D 

交響曲第八番より 第四楽章／ドヴォルザーク（W.シェーファ

ー） 

 

足立区立第十四中学校 指揮：宇野浩之 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：A 

パリの喜び／オッフェンバック・ロザンタール（小長谷宗一） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

小松市立板津中学校 指揮：北村善哉 課：D 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（W.シェーファー） 

 

神戸町立神戸中学校 指揮：矢橋文夫 課：B 

ロシアのクリスマス音楽／リード 

 

いわき市立平第一中学校 指揮：佐藤悟 課：B 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

水戸市立第二中学校 指揮：宇留野騎一郎 課：A 

バレエ組曲「三角帽子」より 終幕の踊り／ファリャ（B.ウィギン

ズ） 

 

那覇市立首里中学校 指揮：屋比久勲 課：B 

トッカータとフーガ ニ短調／バッハ（E.ライゼン） 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：大家慎二 課：A 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正人 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：荒木関守 課：D 

オセロより Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ／リード 

 

鹿児島市立谷山中学校 指揮：酒匂清貴 課：C 

フランス組曲より Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ／ミヨー 

 

高等学校の部 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

オセロより Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ／リード 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：A 

交響組曲「寄港地」より／イベール 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：荒井富雄 課：D 

ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら／シュトラウス



（M.ハインズレー） ＊ 

 

香川県立観音寺第一高等学校 指揮：村山英一 課：B 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：A 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（渡辺、岡） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：A 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：A 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー（八

田泰一） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

就実高等学校 指揮：村松勲 課：D 

パリの喜び／オッフェンバック・ロザンタール（吉市幹雄） ＊ 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：A 

シナージスティック・パラブル（神人協力説の寓話）／サーター 

 

八戸工業大学第一高等学校 指揮：中村浩治 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：B 

バレエ組曲「コッペリア」より マズルカ、ワルツ、チャルダシュ／

ドリーブ（小長谷宗一） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：B 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：A 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：A 

交響曲より 第四楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：D 

プラハのための音楽１９６８ Ⅰ、Ⅳ／フサ 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：D 

序曲「春の猟犬」／リード 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

仮面幻想／大栗裕 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：D 

吹奏楽のための神話（天岩屋戸の物語による）／大栗裕 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：佐藤滋 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャ

ピュレット家、タイボルトの死／プロコフィエフ（上埜孝） 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：B 

バレエ音楽「ガイーヌ」より プレリュード、アイシャのモノローグ、

収穫祭／ハチャトゥリアン（塩谷晋平） 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：B 

「ハムレット」への音楽より／リード 

 

沖縄県立那覇高等学校 指揮：与儀幸英 課：A 

バレエ音楽「四季」より 秋／グラズノフ（R.バンクロフト） 

 

駒沢大学高等学校 指揮：吉野信行 課：D 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

沖縄県立首里高等学校 指揮：宮城敏 課：B 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（藤田玄播） 

 

大学の部 

 

関西大学応援団吹奏楽部 指揮：酒井哲也 課：B 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：井上太郎 課：D 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：松木光仁 課：D 

ダッタン人の踊り／ボロディン（M.ハインズレー） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：A 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」より ソロモンの夢、狂宴の

踊り／レスピーギ（淀 彰） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：B 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

中央大学音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 課：A 

バレエ音楽「白鳥の湖」より 情景、スペインの踊り、終曲／チャ

イコフスキー（林 紀人） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：大崎真也 課：A 

「ロデオ」４つのダンス・エピソードより／コープランド（小長谷

宗一） 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：A 

バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より／ルーセル（佐藤正人） 

＊ 

 

三重大学吹奏楽部 指揮：沖公智 課：A 

映像より イベリア 第１楽章／ドビュッシー（沖 公智） 

 

青山学院大学吹奏楽部 指揮：斎藤行 課：C 

組曲「アラジン」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅶ／ニールセン（斎藤 行） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

職場の部 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：C 

バレエ音楽「エジプト舞曲」より／リュイジニ（A.モレリ） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：B 

祝典讃歌／ミッチェル 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：D 

エルザの大聖堂への厳かな行列／ワーグナー（L.カイリエ） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：A 

「メトセラⅡ」打楽器群と吹奏楽のために／田中賢 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：D 

交響組曲／ウィリアムズ 

 

天童市役所音楽隊 指揮：阿部孝志 課：D 

トランペット・ヴォランタリー／クラーク（H.ウッド、ガードナー） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：D 

「ロデオ」４つのダンス・エピソードより 土曜日の晩のワルツ、

踊り／コープランド（小長谷宗一） 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：D 

戸外の序曲／コープランド 

 

一般の部 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：D 



歌劇「タンホイザー」より／ワーグナー 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：磯貝富治男 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 導入部、ヌーネの踊り、バラの少女

たちの踊り、レスギンカ舞曲／ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

盛岡シティブラス 指揮：中島誠一 課：D 

アルメニアン・ダンス・パートⅠ／リード 

 

山口ブラスソサエティ 指揮：岩崎隆司 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 導入部、ヌーネの踊り、バラの少女

たちの踊り、レスギンカ舞曲／ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：A 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー（藤

田玄播） 

 

コンツェルテ・エロイカ 指揮：多戸幾久三 課：D 

交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭／レスピーギ

（W.シェーファー） 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：正高一郎 課：B 

バレエ音楽「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（寺島康朗） ＊ 

 

習志野ウインドオーケストラ 指揮：海野修 課：A 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

松山市民吹奏楽団 指揮：藤沢一仁 課：D 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

大牟田奏友会 指揮：武田又彦 課：A 

幻想交響曲より 魔女の夜宴の夢-魔女のロンド／ベルリオー

ズ（A.ギロンス） 

 

豊島区吹奏楽団 指揮：八田泰一 課：A 

「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り／ラヴェ

ル（R.ブートリー） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：遠藤敏男 課：D 

メキシコの祭より 第１楽章／リード 

 

 

１９８９年 
第３７回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館, 金沢市観光会館 

 

＜課題曲＞ 

A：「風と炎の踊り」／小長谷宗一 

B：「ＷＩＳＨ」／田嶋 勉 

C：行進曲「清くあれ、爽やかなれ」／別宮貞夫 

D：ポップス・マーチ「すてきな日々」／岩井直溥 

 

中学校の部 

 

赤岡町吉川村中学校組合立赤岡中学校 指揮：堤信雄 課：B 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鈴木逸郎 課：D 

交響詩「魔法使いの弟子」／P.デュカス（M.ハインズレー） 

 

野辺地町立野辺地中学校 指揮：吉田栄一 課：A 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

水戸市立双葉台中学校 指揮：島田博正 課：A 

道化師／D.カバレフスキー（藤田玄播） 

 

武生市立武生第三中学校 指揮：岩端るみ子 課：B 

仮面幻想／大栗裕 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：A 

吹奏楽のための抒情的「祭」／伊藤康英 

 

大月市立大月東中学校 指揮：岡田智英 課：D 

ロシア領主たちの入場／J.ハルヴォルセン（C.バーンズ） 

 

吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 指揮：大場豊輝 課：

A 

アルメニアンダンス パートⅠ／A.リード 

 

高岡市立戸出中学校 指揮：堺博昭 課：D 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：小池美知夫 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：B 

ウェーバーの主題による交響的変容／P.ヒンデミット（K.ウィ

ルソン） 

 

いわき市立平第一中学校 指揮：佐藤悟 課：D 

ピーター・グライムズより ４つの海の間奏曲／B.ブリテン（小

長谷宗一） 

 

新潟市立小針中学校 指揮：坂牧静雄 課：A 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：阿部裕治 課：D 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

神戸町立神戸中学校 指揮：矢橋文夫 課：A 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（淀彰） 

 

総社市立総社東中学校 指揮：熊澤利紀 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（藤田玄播、稲垣卓

三） 

 

土佐女子中学校 指揮：森本直由美 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

大社町立大社中学校 指揮：川上修一 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：荒木関守 課：D 

シェエラザード／N.リムスキー=コルサコフ（淀彰） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

小山市立間々田中学校 指揮：森下尚 課：A 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（鈴木太） 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：竹沢明利 課：A 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

宮崎市立生目南中学校 指揮：井手口敏朗 課：A 

華麗なる舞曲／スミス 

 

武蔵村山市立第四中学校 指揮：横沢源 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（藤田玄播） 

 

佐伯市立鶴谷中学校 指揮：本田洋二 課：D 

仮面幻想／大栗裕 

 

西宮市立今津中学校 指揮：石川学 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

板橋区立志村第一中学校 指揮：村上利憲 課：B 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

高等学校の部 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：A 

交響詩「スパルタクス」より３つのダンスエピソード／A.ハチャ



トゥリアン（D.ハンスバーガー） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：A 

仮面幻想／大栗裕 

 

玉名白梅学園玉名女子高等学校 指揮：森義臣 課：D 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：B 

プラハのための音楽１９６８／K.フサ 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：B 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：B 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：A 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：A 

プラハのための音楽１９６８／K.フサ 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：D 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：B 

吹奏楽のための幻想曲「壁画」／四反田素幸 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：D 

交響詩「ローマの松」より／O.レスピーギ（G.デュカ） 

 

下関商業高等学校 指揮：中村芳喜 課：B 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人、藤田玄

播） 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：D 

アルメニアンダンス パートⅠ／A.リード 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：A 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

福島県立勿来工業高等学校 指揮：藤林二三夫 課：A 

交響三章／三善晃（髙野豊昭） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：鈴木孝佳 課：A 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：荒井富雄 課：D 

サロメの踊り／シュトラウス ＊ 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：A 

交響三章／三善晃（天野正道） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：坪島照信 課：D 

祝典序曲／D.ショスタコーヴィチ（D.ハンスバーガー） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

中村学園女子高等学校 指揮：石坂久 課：A 

カルメン組曲／G.ビゼー（小長谷宗一） 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：D 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

大学の部 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：D 

スケルツォ・カプリッチオーソ／A.ドヴォルザーク（沖公智） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：藤重佳久 課：B 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：上野賢治 課：A 

シンフォニア・フェスティーヴァ／A.ラニング 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：武田純司 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

茨城大学吹奏楽団 指揮：梶原征剛 課：C 

呪文と踊り／J.B.チャンス 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：A 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：岡正人 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（野口泰

正） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：D 

交響詩「禿山の一夜」／M.ムソルグスキー（W.シェーファー） 

 

青山学院大学吹奏楽部 指揮：斎藤行 課：A 

交響曲第２番より 第３、４楽章／A.ボロディン（小長谷宗一） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：永池秀明 課：D 

リシルド序曲／G.パレ 

 

北海道教育大学旭川分校吹奏楽団 指揮：森田寛 課：B 

アンティフォナーレ／V.ネリベル 

 

職場・一般の部 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：C 

喜歌劇「美しきガラティア」序曲／F.v.スッペ（L.P.ローレンド

ウ） 

 

NTT中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：B 

交響的舞曲第３番「祭」／C.ウィリアムズ 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：D 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（小野照三） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：B 

始原Ⅰ－大地の踊り－／田中賢 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：A 

交響曲第６番より プレスト／D.ショスタコーヴィチ（J.カーナ

ウ） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：A 

復活／M.ボール（G.ブランド） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

乗泉寺吹奏楽団 指揮：時任康文 課：A 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（G.ヴィンター、B.ウィギ

ンズ） 

 

北見交響吹奏楽団 指揮：江頭義人 課：A 

歌劇「トリスタンとイゾルテ」より イゾルテの愛の死／R.ワーグ

ナー（M.ハインズレー） 

 

コンツェルテ・エロイカ 指揮：多戸幾久三 課：D 



シンフォニエッタより Ⅲ、Ⅴ／L.ヤナーチェク（上埜孝） 

 

NG吹奏楽団 指揮：中野晃太郎 課：B 

エルサレム讃歌／A.リード 

 

蒲郡市吹奏楽団 指揮：西浦稔 課：A 

交響曲第３番「オルガン」より 第２楽章／C.サン=サーンス（E.

スローカム） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：A 

バレエ音楽「エジプト舞曲」／A.リュイジニ（A.モレリ） 

 

三条市吹奏楽団 指揮：河本隆吉 課：B 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：川口春生 課：D 

儀式のための音楽／タル 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：D 

バレエ音楽「火の鳥」より／ストラヴィンスキー ＊ 

 

出雲吹奏楽団 指揮：片寄哲夫 課：A 

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲／R.ワーグナー（藤田玄播） 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：A 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

特別演奏 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 

行進曲「友情の絆」／J.マッケンジー&ローガン前奏曲「アプロ

ーズ」／真島俊夫シンフォニックジャズ組曲／F.ベンクリシュー

トー 

 

 

１９９０年 
第３８回全日本吹奏楽コンクール 

会場：北海道厚生年金会館, 普門館 

 

＜課題曲＞ 

A：「ランドスケイプ－吹奏楽のために」／池辺晋一郎 

B：吹奏楽のための「風の黙示録」／名取吾郎 

C：マーチ「カタロニアの栄光」／間宮芳生 

D：行進曲「マリーン・シティ」／野村正憲（藤田玄播） 

 

中学校の部 

 

大社町立大社中学校 指揮：川上修一 課：A 

バレエ音楽「シンデレラ」より 序曲、ギャロップ、シンデレラの

ワルツ、真夜中／S.プロコフィエフ（川上修一） 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正人 課：A 

ハーリ・ヤーノシュ／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 

 

神戸町立神戸中学校 指揮：矢橋文夫 課：A 

エルサレム讃美／A.リード 

 

吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 指揮：大場豊輝 課：

A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（藤田玄播） 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：阿部裕治 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

横浜市立中山中学校 指揮：荒木正夫 課：A 

歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り／A.ポンキエルリ（L.コメル） 

 

高岡市立戸出中学校 指揮：堺博昭 課：D 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：C 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

船橋市立法田中学校 指揮：土田政昭 課：B 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（上埜孝） 

 

武蔵村山市立第五中学校 指揮：太田俊彌 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（磯崎淳

博） 

 

いわき市立平第一中学校 指揮：佐藤悟 課：D 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） 

 

伊丹市立西中学校 指揮：永澤譲 課：A 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

赤岡町吉川村中学校組合立赤岡中学校 指揮：堤信雄 課：A 

夜想曲より 祭／C.ドビュッシー（W.シェーファー） 

 

中間市立中間東中学校 指揮：東一郎 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

東海大学第一中学校 指揮：塩澤諭 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 

 

玉川学園中学部 指揮：長谷部啓 課：C 

アルメニアンダンス パートⅠ／A.リード 

 

那覇市立小禄中学校 指揮：久高友之 課：A 

セント・アンソニー・バリエーション／ヒル 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

札幌市立平岡中学校 指揮：鹿討譲二 課：D 

サロメの踊り／シュトラウス 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：大家慎二 課：C 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鈴木逸郎 課：C 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（藤田玄播） 

 

出雲市立第二中学校 指揮：錦織雄司 課：A 

ローマの謝肉祭序曲／H.ベルリオーズ（錦織雄司） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：白石道明 課：B 

バレエ組曲「ロデオ」４つのダンス・エピソードより カウボーイ

の休日／A.コープランド（小長谷宗一） 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：A 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

八戸市立湊中学校 指揮：長利清人 課：A 

ディオニソスの祭／F.シュミット 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

箕面市立第一中学校 指揮：西尾隆司 課：D 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

市川市立第五中学校 指揮：野木徳男 課：D 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：B 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（B.ウィギンズ） 

 

高等学校の部 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：A 

交響曲より 第４楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：奥田健雄 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 



川口市立川口高等学校 指揮：信国康博 課：A 

吹奏楽の為の詩曲「アトモスフィア」／名取吾朗 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：A 

我が祖国より モルダウ／B.スメタナ（淀彰） 

 

就実高等学校 指揮：村松勲 課：C 

セビリア交響曲より 第３楽章／J.トゥリーナ（J.M.マラート） 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス 

 

中村学園女子高等学校 指揮：石坂久 課：D 

詩人と農夫序曲／F.v.スッペ（小長谷宗一） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：A 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：荒井富雄 課：C 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

金光八尾高等学校 指揮：片木裕之 課：D 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：D 

バレエ組曲「コッペリア」／L.ドリーブ（小長谷宗一） 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

スキタイ組曲「アラとロリー」より／S.プロコフィエフ（川合政

之） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（磯崎淳

博） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：B 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：D 

バレエ音楽「ペトルーシュカ」／ストラヴィンスキー 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：C 

「華」 吹奏楽のために／田中賢 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：D 

交響曲第５番より 第４楽章／D.ショスタコーヴィチ（C.ライタ

ー） 

 

東京都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：C 

プラハのための音楽１９６８／K.フサ 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために／田中賢 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：D 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ、西山

潔） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：A 

サロメの踊り／シュトラウス 

 

大学の部 

 

八戸工業大学第一高等学校 指揮：中村浩治 課：C 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 

 

金山学園高等学校 指揮：佐藤堯史 課：D 

アルメニアンダンス パートⅡ／A.リード 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：B 

ピーター・グライムズより ４つの海の間奏曲／B.ブリテン（小

長谷宗一） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：C 

イタリア奇想曲／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

北海道教育大学函館分校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：D 

イヤー・オブ・ザ・ドラゴン／P.スパーク 

 

宮崎大学吹奏楽部 指揮：坂梨正典 課：D 

バレエ音楽「四季」より 秋／A.グラズノフ（R.バンクロフト） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（小澤俊朗） 

 

金沢工業大学吹奏楽同好会 指揮：永井満 課：D 

パッサカリア／兼田敏 

 

埼玉大学吹奏楽部 指揮：近藤久敦 課：C 

交響曲より 第４楽章／矢代秋雄（近藤久敦） 

 

愛媛大学吹奏楽団 指揮：東原雅徳 課：D 

華麗なる舞曲／スミス 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：内田裕士 課：B 

シンフォニエッタより Ⅲ、Ⅴ／L.ヤナーチェク（上埜孝） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：D 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：藪中登来夫 課：C 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

職場・一般の部 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：C 

喜歌劇「天国と地獄」序曲／J.オッフェンバック（H.ヒバート） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：A 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（B.ウィギンズ） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：塩沼和雄 課：D 

序曲「春の猟犬」／A.リード 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：C 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（林紀人） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：B 

エオリア／田中賢 

 

富山地方鉄道吹奏楽団 指揮：赤江弘 課：D 

エル・カミーノ・レアル／A.リード 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：C 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：C 

歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール／C.サン=サーンス

（L.スタイガー） 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 課：C 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

出雲吹奏楽団 指揮：片寄哲夫 課：C 

仮面幻想／大栗裕 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：C 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（木村和



人） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：A 

バレエ組曲「コッペリア」／L.ドリーブ（小長谷宗一） 

 

百萬石ウインドオーケストラ 指揮：花本康二 課：D 

序曲「春の猟犬」／A.リード 

 

秋田シンフォニックウインドアンサンブル 指揮：木内恒 課：C 

小組曲より 小舟にて、バレエ／C.ドビュッシー（J.ブーシェル） 

 

札幌吹奏楽団 指揮：菅原克弘 課：C 

バレエ音楽「四季」より 秋／A.グラズノフ（藤田玄播） 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：川口春生 課：D 

ダンス・セレスティアー+AH４:AH８４／シェルドン 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：B 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

乗泉寺吹奏楽団 指揮：時任康文 課：C 

ウエーバーの主題による交響的変容より Ⅲ、Ⅳ／P.ヒンデミ

ット（k.ウィルソン） 

 

アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：D 

バレエ音楽「せむしの仔馬」より／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木均 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

特別演奏 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 

交響詩「魔法使いの弟子」／P.デュカス（ハインズレー）歌劇

「蝶々夫人」／G.プッチーニ（ジャンピエリ） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 

歌劇「アイーダ」第２幕より 凱旋行進曲／G.ヴェルディ（木村𠮷

宏）ザ・ヒット・パレード／立田浩介 

 

 

１９９１年 
第３９回全日本吹奏楽コンクール 

会場：広島厚生年金会館, 普門館 

 

＜課題曲＞ 

A：吹奏楽のための「斜影の遺跡」／河出智希 

B：「コーラル・ブルー」 

～沖縄民謡「谷茶前」による交響的印象～ ／真島俊夫 

C：「ロックン・マーチ」／藤掛廣幸 

D：「そよ風のマーチ」／松尾善雄 

 

中学校の部 

 

広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：D 

歌劇「サルタン皇帝の物語」より ３つの奇跡／N.リムスキー=

コルサコフ（藤田玄播） 

 

中間市立中間東中学校 指揮：東一郎 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：荒木関守 課：D 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 指揮：大場豊輝 課：

D 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／A.ボロディン（M.ハ

インズレー） 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：竹沢明利 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正人 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（佐藤正人） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：直場一夫 課：B 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

横浜市立中山中学校 指揮：荒木正夫 課：B 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：白石道明 課：B 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（B.ウィギンズ） 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：阿部裕治 課：D 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

富里町立富里中学校 指揮：鬼澤宰 課：B 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（八田泰一） 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：D 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

幸田町立北部中学校 指揮：峯村邦泰 課：D 

交響曲第３番「オルガン」より 第２楽章／C.サン=サーンス（M.

ハインズレー） 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鈴木逸郎 課：C 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

小松市立松陽中学校 指揮：広瀬真樹 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

足立区立第十四中学校 指揮：宇野浩之 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

仙台市立袋原中学校 指揮：後藤浩一 課：B 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

内灘町立内灘中学校 指揮：西尾正則 課：B 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」／A.ハチャトゥリアン（小

林久仁郎） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：A 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

八戸市立第三中学校 指揮：中村きみよ 課：B 

アルメニアンダンス パートⅠ／A.リード 

 

北九州市立高塔中学校 指揮：溝口静雄 課：C 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

東海大学第一中学校 指揮：塩澤諭 課：C 

管楽器と打楽器のための交響曲第２番より 第２・３楽章／J.B.

チャンス 

 

秋川市立西中学校 指揮：小玉公二 課：D 

交響詩「スパルタクス」より３つのダンスエピソード／A.ハチャ

トゥリアン（D.ハンスバーガー） 

 

前橋市立第四中学校 指揮：福島茂直 課：D 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

尼崎市立昭和中学校 指揮：羽地靖隆 課：D 

歌劇「運命の力」序曲／G.ヴェルディ（木村𠮷宏） 

 



赤岡町吉川村中学校組合立赤岡中学校 指揮：堤信雄 課：B 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

広島市立安西中学校 指揮：塚本修一 課：D 

夜想曲より 祭／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

高等学校の部 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：D 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ（木村𠮷

宏） 

 

佐賀市立佐賀商業高等学校 指揮：館井孝雄 課：B 

バレエ音楽「ペトルーシュカ」より／ストラヴィンスキー 

 

広島市立基町高等学校 指揮：土居晃 課：D 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：奥田健雄 課：D 

サロメの踊り／シュトラウス 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：C 

交響曲より 第４楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：B 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

東京都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：荒井富雄 課：D 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：A 

バレエ音楽「せむしの仔馬」／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

中村学園女子高等学校 指揮：石坂久 課：B 

ボッカチオ序曲／F.v.スッペ（小長谷宗一） 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀彰） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：D 

シンフォニエッタより Ⅲ.Ⅴ／L.ヤナーチェク（上埜孝） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：A 

…そしてどこにも山の姿はない／J.シュワントナー 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

兵庫県立明石北高等学校 指揮：山本茂之 課：B 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：A 

サロメの踊り／R.シュトラウス 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：D 

吹奏楽のための詩曲「アトモスフィア」／名取吾朗 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：B 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：A 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（八田泰

一） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：B 

交響三章／三善晃（髙野豊昭） 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：D 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：A 

交響的印象「教会のステンドグラス」／O.レスピーギ（藤田玄

播） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：D 

メトセラⅡ 打楽器群と吹奏楽のために／田中賢 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

福岡第一高等学校 指揮：松澤洋 課：B 

スラブ舞曲第２集より 第９番、第１０番、第１５番／A.ドヴォル

ザーク（近藤久敦） 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：D 

バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より／A.ルーセル（佐藤正

人） 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：D 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（塩谷晋平） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：C 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（林紀人） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：今井亮仁 課：A 

組曲「仮面舞踏会」より ワルツ、ロマンス、ギャロップ／A.ハチ

ャトゥリアン（吉市幹雄） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：D 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：藪中登来夫 課：B 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：鳥山隆男 課：D 

ヒロイック・サガ／R.ジェイガー 

 

青山学院大学吹奏楽部 指揮：斎藤行 課：A 

歌劇「イスの王様」序曲／E.ラロ（斎藤行） 

 

徳山大学吹奏楽団 指揮：秋本耕二 課：D 

序曲「パンチネロ」／A.リード 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：B 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：D 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル（R.ブー

トリー） 

 

北海道教育大学旭川分校吹奏楽団 指揮：森田寛 課：D 

仮面幻想／大栗裕 

 

職場の部 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：D 

オセロ／A.リード 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：D 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（B.ウィギンズ） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：A 

南の空のトーテムポールⅡ 「リラ」／田中賢 

 

富山地方鉄道吹奏楽団 指揮：赤江弘 課：D 

夜想曲より 祭／C.ドビュッシー（藤田玄播） 



 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：高橋利明 課：D 

インヴィクタ序曲／J.スウェアリンジェン 

 

日本電気玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：A 

バレエ組曲「コッペリア」／L.ドリーブ（小長谷宗一） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：D 

歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第３幕より 徒子達

の踊りと親方達の入場／R.ワーグナー（松代晃明） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：D 

ラプソディー・イン・ブルー／G.ガーシュイン（岩井直溥） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：D 

祝典舞曲／保科洋 

 

一般の部 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：中嶋光紀 課：D 

シェエラザード／N.リムスキー=コルサコフ（淀彰） 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：岡本卓也 課：B 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（淀彰） 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：楊鴻泰 課：D 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

札幌市民吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：D 

ロシアのクリスマス音楽／A.リード 

 

Ｊ・Ｓ・Ｂ・吹奏楽団 指揮：下野竜也 課：C 

天使ミカエルの嘆き／藤田玄播 

 

川口ブラスソサエティー 指揮：佐久間和弘 課：B 

オセロ／A.リード 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：B 

メトセラⅡ 打楽器群と吹奏楽のために／田中賢 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：B 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

習志野ウインド・オーケストラ 指揮：海野修 課：B 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

乗泉寺吹奏楽団 指揮：時任康文 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.シェーファー） 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木均 課：A 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

百萬石ウインドオーケストラ 指揮：花本康二 課：C 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（G.デュカ） 

 

特別演奏 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 

ロマネスク／J.スウェアリンジェンセント・アンソニー・ヴァリエ

ーション／W.ヒル歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂

への行列／R.ワーグナー 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：佐藤宗男 

ウエスト・サイド物語より プロローグ、シンフォニック・ダンス／

L.バーンスタイン（B.ギルモア＆I.ポルスター） 

 

 

１９９２年 
第４０回全日本吹奏楽コンクール 

会場：仙台サンプラザホール、普門館 

 

＜課題曲＞ 

A：「ネレイデス」／田中賢 

B：「吹奏楽のためのフューチュリズム」／阿部勇一 

C：吹奏楽のための「クロス・バイ マーチ」／三善 晃 

D：「ゆかいな仲間の行進曲」／坂本智 

 

中学校の部 

 

中間市立中間東中学校 指揮：東一郎 課：A 

イベリア／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

前橋市立第四中学校 指揮：福島茂直 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（藤田玄播） 

 

札幌市立平岡中学校 指揮：鹿討譲二 課：C 

人さわがせな娘前奏曲／R.チャピ（松代晃明） 

 

習志野市立第四中学校 指揮：石津谷治法 課：C 

シンフォニエッタより 第４楽章、第５楽章／L.ヤナーチェク（石

津谷治法） 

 

土佐女子中学校 指揮：森本直由美 課：C 

アルメニアンダンス パートⅠ／A.リード 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：緒形まゆみ 課：A 

舞踊組曲／小倉朗（木村𠮷宏） 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：A 

交響曲より 第４楽章／矢代秋雄（近藤久敦） 

 

仙台市立袋原中学校 指揮：後藤浩一 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（淀 彰） 

 

武生市武生第二中学校 指揮：安立敏章 課：D 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

長野市立柳町中学校 指揮：石川武 課：C 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鈴木逸郎 課：D 

サロメの踊り／シュトラウス（Mark Hindsley） ＊ 

 

北九州市立高塔中学校 指揮：溝口静雄 課：B 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

関城町立関城中学校 指揮：有田隆一郎 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

京都市立上京中学校 指揮：岩城茂夫 課：B 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.ヒル 

 

松山市立雄新中学校 指揮：白石道明 課：A 

幻想交響曲／H.ベルリオーズ 

 

八戸市立湊中学校 指揮：長利清人 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

春日井市立柏原中学校 指揮：桐田正章 課：C 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（藤田玄播） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：A 

吹奏楽のための木挽歌／小山清茂 

 

小郡町立小郡中学校 指揮：高見明子 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

富里町立富里中学校 指揮：鬼澤宰 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（GuyDuker） ＊ 

 

都城市立西中学校 指揮：片野勝平 課：D 

スラブ舞曲第２集より 第９番、第１０番、第１５番／A.ドヴォル

ザーク（近藤久敦） 

 



広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：D 

シェエラザード／N.リムスキー=コルサコフ（M.ハインズレー） 

 

東大和市立第三中学校 指揮：斉藤義夫 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

辰口町立辰口中学校 指揮：田中一宏 課：C 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

伊丹市立西中学校 指揮：永澤譲 課：A 

スキタイ組曲「アラとロリー」より／S.プロコフィエフ（永澤譲） 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：阿部裕治 課：A 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／C.ドビュッシー

（藤田玄播） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

 

船橋市立法田中学校 指揮：高橋健一 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」より／I.ストラヴィンスキー（GuyDuker） 

＊ 

 

高等学校の部 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：D 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：A 

バレエ組曲「アパラチアの春」／A.コープランド（森田一浩） 

 

青森県立八戸北高等学校 指揮：佐々木孝男 課：D 

春になって、王達が戦いに出るに及んで／D.ホルジンガー 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：A 

アルプス交響曲／R.シュトラウス（八田泰一） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

松江市立女子高等学校 指揮：金本克康 課：C 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：A 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久勲 課：A 

ハンガリー狂詩曲第２番／F.リスト（T.M.Tobani） 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：B 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（淀彰） 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：遠山詠一 課：D 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（ErickLeidzen） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：A 

華麗なる舞曲／スミス 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校１（BOCD-７６４６）に収録 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：A 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（GuyDuker） ＊ 

 

東京都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：C 

シンフォニックバンドの為の「Ode」／浦田健次郎 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：C 

プラハのための音楽１９６８年より トッカータとコラール／フ

ーサ 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：D 

交響的舞曲 第３楽章／S.ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：D 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（西山潔） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：C 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：A 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：C 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（WilliamSckaefer） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

秋田県立花輪高等学校 指揮：小林久仁郎 課：C 

バレエ音楽「チェックメイト」より／A.ブリス（小林久仁郎） 

 

山口県立下松高等学校 指揮：中井勝 課：C 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：奥田健雄 課：D 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」／A.ハチャトゥリアン（小

林久仁郎） 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：A 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

高松第一高等学校 指揮：石川孝司 課：C 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：C 

嵌め込み故郷／阿部亮太郎 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：A 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：C 

カルメン／G.ビゼー（林紀人） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：D 

交響詩「幻想舞曲集」より  夢想、饗宴／ J.トゥリーナ

（JohnBoyd） 

 

北九州大学吹奏楽団 指揮：杉名信二 課：B 

バレエ音楽「せむしの仔馬」より ジプシーの踊り、イワンの入場、

ロシアン・カドリーユ／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

北海道教育大学旭川分校吹奏楽団 指揮：森田寛 課：A 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より 祭り／伊藤康英 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：C 

組曲「仮面舞踏会」より ワルツ、ロマンス、ギャロップ／A.ハチ

ャトゥリアン（上埜孝） 

 

徳山大学吹奏楽団 指揮：秋本耕二 課：D 

管弦楽のためのディヴェルティメント／L.バーンスタイン

（ClareGrundman） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：福元祥高 課：C 

メディアの瞑想と復讐の踊り／S.バーバー（木村𠮷宏） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：A 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

詫間電波工業高等専門学校吹奏楽部 指揮：三崎幸典 課：D 

バレエ組曲「コッペリア」／L.ドリーブ（淀 彰） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：A 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（淀 彰） 



 

亜細亜大学吹奏楽団 指揮：淀彰 課：C 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（淀 彰） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：山岡善一 課：D 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕（辻󠄀井清幸） 

 

職場の部 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：D 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：A 

詩人と農夫序曲／F.v.スッペ（髙倉正巳） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：B 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：C 

バレエ音楽「パリの喜び」／J.オッフェンバック、M.ロザンター

ル（小長谷宗一） 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：D 

吹奏楽のための序曲「飛鳥」／櫛田胅之扶 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：佐賀卓真 課：D 

歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列／R.ワー

グナー（LucienCailliet） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：D 

ミニヨン序曲／A.トマ（淀 彰） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：D 

紅炎の鳥／田中賢 

 

一般の部 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：楊鴻泰 課：D 

バレエ音楽「ペトルーシュカ」より／ストラヴィンスキー（Soichi 

Konagaya） ＊ 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：堤智 課：C 

交響曲第２番「ロマンティック」より  終楽章／H.ハンソン

（W.FrancisMcBeth） 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木均 課：B 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

習志野ウインド・オーケストラ 指揮：海野修 課：A 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より 祈り、祭り／伊藤康

英 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：A 

交 響 曲 第 ８ 番 よ り  第 ４ 楽 章 ／ A. ド ヴ ォ ル ザ ー ク

（WilliamSckaefer） 

 

市川交響吹奏楽団 指揮：佐藤宗男 課：C 

スキタイ組曲「アラとロリー」より／S.プロコフィエフ（大関 丸） 

 

乗泉寺吹奏楽団 指揮：時任康文 課：A 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（木村𠮷宏） 

 

山口ブラスソサエティ 指揮：岩崎隆司 課：D 

幻想交響曲／H.ベルリオーズ（藤田玄播） 

 

武生市交響吹奏楽団～ソノーレ・ウインドアンサンブル 指揮：

久野賢一 課：D 

ロシアのクリスマス音楽／A.リード 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊福雅昭 課：D 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：D 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） ＊ 

 

特別演奏 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 

交響曲第１番「指輪物語」より第１楽章魔法使いガンダルフ／

デ・メエイディオニソスの祭／F.シュミット 

 

 

１９９３年 
第４１回全日本吹奏楽コンクール 

会場：佐賀市文化会館, 普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「ターンブル・マーチ」／川辺 真 

Ⅱ：「スター・パズル・マーチ」／小長谷宗一 

Ⅲ：マーチ「潮煙」／上岡洋一 

Ⅳ：「マーチ・エイプリル・メイ」／矢部政男 

 

中学校の部 

 

水戸市立双葉台中学校 指揮：高倉久 課：II 

スペイン狂詩曲より マラゲーニャ、祭の日／M.ラヴェル（八田

泰一） ＊ 

 

仙台市立袋原中学校 指揮：後藤浩一 課：III 

サロメの踊り／R.シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

幸田町立北部中学校 指揮：峯村邦泰 課：II 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

八戸市立第三中学校 指揮：中村きみよ 課：I 

バレエ音楽「パリの喜び」より／J.オッフェンバック、M.ロザン

タール（小長谷宗一） 

 

和歌山市立西和中学校 指揮：西浦義文 課：I 

サロメの踊り／R.シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：阿部裕治 課：IV 

スペイン狂詩曲より マラゲーニャ、祭の日／M.ラヴェル（八田

泰一） ＊ 

 

芦屋町立芦屋中学校 指揮：森田英明 課：IV 

ハンガリー狂詩曲第２番／F.リスト（森田一浩） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：II 

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） 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：II 

バレエ音楽「せむしの仔馬」より／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

土佐山田町立鏡野中学校 指揮：弘田靖明 課：II 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

富里町立富里中学校 指揮：鬼澤宰 課：IV 

交響曲より 第４楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：白石道明 課：II 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（淀彰） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：III 

歌劇「魔笛」より 序曲／W.A.モーツァルト（GerardPosch） 

 

秋川市立西中学校 指揮：小玉公二 課：II 

組曲「仮面舞踏会」より ワルツ、ロマンス、ギャロップ／A.ハチ

ャトゥリアン（上埜孝） 

 



吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 指揮：大場豊輝 課：

IV 

カルメン／G.ビゼー（小長谷宗一） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：IV 

バレエ音楽「パリの喜び」より／J.オッフェンバック、M.ロザン

タール（小長谷宗一） 

 

佐賀市立城北中学校 指揮：宮崎保子 課：IV 

スパルタクス／J.ヴァンデルロースト 

 

伊丹市立天王寺川中学校 指揮：永澤謙 課：IV 

サロメの踊り／R.シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田実 課：II 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（八田泰一） 

 

関城町立関城中学校 指揮：梅田健一 課：III 

サロメの踊り／R.シュトラウス（M.ハインズレー） ＊ 

 

高岡市立牧野中学校 指揮：稲垣妙子 課：IV 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（John Krance） ＊ 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：緒形まゆみ 課：I 

交響曲より 第３，４楽章／矢代秋雄（末永隆一） 

 

辰口町立辰口中学校 指揮：田中一宏 課：I 

バレエ組曲「三角帽子」／M.ファリャ（後藤洋） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

長野市立柳町中学校 指揮：石川武 課：III 

バレエ音楽「エスタンシア」／A.ヒナステラ（仲田 守） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：栗谷川武 課：IV 

スペイン組曲より／I.アルベニス（JuanV.Masquiles） 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正人 課：II 

バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より／A.ルーセル（佐藤正

人） 

 

広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：IV 

スラブ狂詩曲／M.フリードマン（MayhewL.Lake） 

 

札幌市立平岡中学校 指揮：鹿討譲二 課：II 

歌劇「イーゴリ公」序曲／A.ボロディン（松代晃昭） 

 

高等学校の部 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：II 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（八田泰

一） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

広島市立基町高等学校 指揮：土居晃 課：I 

喜歌劇「天国と地獄」序曲／J.オッフェンバック（A.Hibbert） 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：IV 

交響曲第１番「指輪物語」より／J.デメイ 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：III 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

山口県立下松高等学校 指揮：福田望 課：II 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：IV 

吹奏楽のための神話／大栗裕 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

金山学園高等学校 指揮：佐藤堯史 課：IV 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：II 

イタリア奇想曲／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

青森県立八戸北高等学校 指揮：佐々木孝男 課：IV 

管弦楽のための協奏曲／三善晃（天野正道） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：II 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：奥田健雄 課：II 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（上埜孝） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：渡辺尚也 課：IV 

バレエ音楽「エスタンシア」／A.ヒナステラ（仲田 守） 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：IV 

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） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：II 

バレエ音楽「ペトルーシュカ」より／I.ストラヴィンスキー（小長

谷宗一） ＊ 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：III 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久勲 課：II 

幻想交響曲／H.ベルリオーズ（藤田玄播） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：IV 

スペイン狂詩曲より マラゲーニャ、祭の日／M.ラヴェル（八田

泰一） ＊ 

 

東京都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：II 

この地球を神と崇める／K.フサ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：IV 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（上埜孝） 

 

福岡第一高等学校 指揮：松澤洋 課：II 

歌劇「ピーター・クライムズ」より ４つの海の間奏曲／B.ブリテ

ン（小長谷宗一） 

 

山形県立山形南高等学校 指揮：今川昌弘 課：IV 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

高松第一高等学校 指揮：石川孝司 課：IV 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（ErickLeidzen） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：竹田雄彦 課：II 

ビリー・ザ・キッド／A.コープランド（小長谷宗一） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：II 

吹奏楽のためのレクイエム／ヒラード 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：IV 

バレエ音楽「シンデレラ」より／S.プロコフィエフ（西山潔） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

大学の部 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：IV 

交響詩「ローシオの行列」／J.トゥリーナ（AlfredReed） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：II 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（上埜孝） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：IV 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

徳山大学吹奏楽団 指揮：秋本耕二 課：IV 

吹奏楽のためのディヴェルティメント／V.パーシケッティ 

 



高知工業高等専門学校吹奏楽部 指揮：佐々木寿幸 課：II 

吹奏楽のための第２組曲／A.リード 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：III 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：石黒厚雄 課：IV 

スパルタクス／J.ヴァンデルロースト 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：島田昌登 課：II 

バレエ音楽「審問」より／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：III 

バレエ音楽「ライモンダ」／A.グラズノフ（林紀人） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：寺中哲二 課：IV 

交響曲第２番／バーンズ 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：II 

歌劇「グヴェンドリーヌ」序曲／E.シャブリエ（瀬尾宗利） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：IV 

歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より／R.ワーグナ

ー（淀彰） 

 

職場・一般の部 

 

トヨタ自動車（株）吹奏楽団 指揮：鈴木田貞人 課：II 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（山本佳弘） 

 

呉羽化学吹奏楽団 指揮：蛭田敏 課：IV 

序曲「春の猟犬」／A.リード 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：IV 

バレエ音楽「ドンキホーテ」より パ・ドゥ・ドゥ／L.ミンクス（松

代晃昭） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：II 

エジプト舞曲／A.リュイジニ（A.Morelli） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：III 

パリのアメリカ人より／G.ガーシュイン（平石博一） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：II 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：IV 

交響曲第１番「指輪物語」より 第１楽章「魔法使いガンダルフ」

／J.デメイ 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：IV 

喜 歌 劇 「 天 国 と 地 獄 」 序 曲 ／ J. オ ッ フ ェ ン バ ッ ク

（LawrenceOdom） 

 

船橋市交響吹奏楽団 指揮：吉田裕史 課：IV 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.ヒル 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：III 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（W.Schaefer） 

 

乗泉寺吹奏楽団 指揮：時任康文 課：IV 

ディオニソスの祭／F.シュミット 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚類 課：II 

ハムレットへの音楽より／A.リード 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：II 

吹奏楽のための抒情的「祭」／伊藤康英 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：IV 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（淀彰） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：磯貝富治男 課：II 

バレエ音楽「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

Ｊ・Ｓ・Ｂ・吹奏楽団 指揮：増森健一郎 課：IV 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：楊鴻泰 課：IV 

テルプシコーレより／マーゴリス 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：IV 

バレエ音楽「女王への忠誠」より 火の章、水の章、終曲／M.ア

ーノルド（近藤久敦） 

 

福山ウインドオーケストラ 指揮：小林泰一郎 課：IV 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

大牟田奏友会 指揮：吉永忠晴 課：I 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕（辻󠄀井清幸） 

 

蒲郡市吹奏楽団 指揮：西浦稔 課：II 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

富山ウインドアンサンブル 指揮：片山亮一 課：IV 

サンタフェ物語／M.グールド 

 

特別演奏 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 

…ｉｍ Ｌｉｃｈｔ－光の中で……（改訂版初演）／田中賢 

 

 

１９９４年 
第４２回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、アクトシティ浜松 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「ベリーを摘んだらダンスにしよう」／間宮芳生 

Ⅱ：「パルス・モーションⅡ」／川崎美保 

Ⅲ：饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」のための音楽／田村文生 

Ⅳ：「雲のコラージュ」／櫛田胅之扶 

 

中学校の部 

 

仙台市立袋原中学校 指揮：後藤浩一 課：IV 

交響組曲「寄港地」より Ⅲ.ヴァレンシア／J.イベール（P.デュポ

ン） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：栗谷川武 課：IV 

バレエ組曲「ル＝シッド」／J.マスネ（N.Lejeune） 

 

北九州市立霧丘中学校 指揮：土谷眞史 課：II 

夜想曲より 祭／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：加養浩幸 課：III 

祝典序曲／J.イベール（森田一浩） ＊ 

 

板橋区立志村第一中学校 指揮：村上利憲 課：IV 

バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列／L.ドリーブ（建

部知弘） 

 

宇都宮市立若松原中学校 指揮：佐藤 浩 課：IV 

この地球を神と崇める／K.フサ 

 

総社市外二箇村中学校組合立総社東中学校 指揮：熊澤利紀 

課：III 

[黄金時代]より／D.ショスタコーヴィチ（仲田 守） 

 

八戸市立湊中学校 指揮：最上哲宏 課：IV 

[夜想曲]より 祭／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：III 

「ロメオとジュリエット」より／S.プロコフィエフ（淀 彰） 

 

札幌市立平岡中学校 指揮：鹿討譲二 課：III 



「はかなき人生」より前奏曲とスペイン舞曲／M.ファリャ（松代

晃明） 

 

和歌山市立西和中学校 指揮：西浦義文 課：Ⅰ 

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） 

 

水戸市立双葉台中学校 指揮：高倉 久 課：III 

交響詩「ローマの祭」より主顕祭／O.レスピーギ 

（WilliamSchaefer） 

 

小松市立松陽中学校 指揮：桶川亮一 課：III 

「キャンディード」序曲／L.バーンスタイン 

（ClareGrundman） 

 

宮崎市立宮崎中学校 指揮：末吉正生 課：Ⅰ 

「キャンディード」序曲／L.バーンスタイン 

（ClareGrundman） 

 

広島市立宇品中学校 指揮：金田康孝 課：IV 

歌劇「雪娘」より 軽業師の踊り／N.リムスキー=コルサコフ

（TerryVosbein） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

芦屋町立芦屋中学校 指揮：森田英明 課：IV 

ハイドンの主題による変奏曲／J.ブラームス（森田英明） 

 

蟹江町立蟹江中学校 指揮：斉藤和憲 課：IV 

吹奏楽のための「深層の祭」／三善 晃 

 

川越市立野田中学校 指揮：佐藤正人 課：III 

組曲「ヘンリー５世」よりⅠ、Ⅲ／W.ウォルトン（佐藤正人） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：Ⅰ 

「ウェーバーの主題による交響的変容」より Ⅲ、Ⅳ／P.ヒンデ

ミット（K.ウィルソン） 

 

辰口町立辰口中学校 指揮：田中一宏 課：Ⅰ 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：河野伸明 課：III 

「 キ ャ ン デ ィ ー ド 」 序 曲 ／ L. バ ー ン ス タ イ ン

（ClareGrundman） 

 

富里町立富里中学校 指揮：鬼澤 宰 課：III 

交響詩「ローマの噴水」よりⅡ、Ⅳ／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

宝塚市立宝梅中学校 指揮：渡辺秀之 課：IV 

「白鳥の湖」より第４幕フィナーレの情景／P.I.チャイコフスキ

ー（淀 彰） 

 

飯山町立飯山中学校 指揮：奥野正彦 課：III 

「雪娘」より  軽業師の踊り／N.リムスキー=コルサコフ

（TerryVosbein） 

 

原町市立原町第二中学校 指揮：佐藤一路 課：Ⅰ 

道化師の朝の歌／M.ラヴェル（藤田玄播） 

 

伊丹市立北中学校 指揮：椋尾 豊 課：IV 

組曲「仮面舞踏会」より／A.ハチャトゥリアン（上埜 孝） 

 

豊島区立池袋中学校 指揮：坂田 篤 課：Ⅰ 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」よりⅣ、Ⅵ／Z.コダーイ（G.C.ベイナ

ム） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：石川 武 課：III 

「はかなき人生」より前奏曲とスペイン舞曲／M.ファリャ（仲田 

守） 

 

高等学校の部 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：III 

「ダフニスとクロエ」第２組曲より全員の踊り／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：II 

３つの交響的素描「海」より風と海との対話／C.ドビュッシー

（八田泰一） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

山口県立防府高等学校 指揮：重廣昭雄 課：Ⅰ 

交響的断章Ⅰ／池上敏 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久勲 課：IV 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：III 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：III 

「三角帽子」より／M.ファリャ（仲田 守） ＊ 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：II 

コンサートマーチ「テイク・オフ」／建部知弘 藤田玄播補作 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：佐藤堯史 課：III 

キャンディード序曲／L.バーンスタイン（ClareGrundman） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：上合勝彦 課：IV 

狂詩曲「スペイン」／E.シャブリエ（LucienCailliet） 

 

高松第一高等学校 指揮：石川孝司 課：Ⅰ 

組曲「カレリア」よりマーチ／J.シベリウス（N.Richardson） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：IV 

トリティコより Ⅱ、Ⅲ／V.ネリベル 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：III 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（西山 潔） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田薫 課：III 

組曲「絵のような風景」より 祭／J.マスネ（小長谷宗一） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：IV 

バレエ音楽「ライモンダ」／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

仙台高等学校 指揮：細倉博 課：IV 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀 彰） 

 

東京都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：Ⅰ 

暗黒の一千年代／J.シュワントナー 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：Ⅰ 

吹奏楽のためのファンタジー／夏田鐘甲 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：III 

カンタベリーコラール／J.ヴァンデルロースト 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：IV 

「スペイン狂詩曲」より祭／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 指揮：渡辺尚也 課：III 

はかなき人生／M.ファリャ（仲田 守） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：III 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） ＊ 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

交響的印象「教会のステンドグラス」／O.レスピーギ（藤田玄

播） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：小林久仁郎 課：III 

竹取物語より／三善晃（天野正道） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：III 



「スペイン狂詩曲」より／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

大学の部 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：III 

「スペイン狂詩曲」より祭／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：石黒厚雄 課：II 

コンテスト・マーチ「マーキュリー」／J.ヴァンデルロースト 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：西川慎也 課：Ⅰ 

バレエ音楽「シンデレラ」／S.プロコフィエフ（川上修一） 

 

国立詫間電波工業高等電門学校吹奏楽部 指揮：三崎幸典 

課：IV 

歌劇 「 ジ ョ コ ン ダ 」 よ り時の踊り／ A. ポンキエル リ

（JosHanniken） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインドアンサンブル 指揮：淀彰 

課：IV 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀 彰） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：II 

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） 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：III 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（林 紀人） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：寺中哲二 課：II 

スキタイ組曲「アラとロリー」より／S.プロコフィエフ（吉田 健） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：泉谷浩志 課：III 

はかなき人生／M.ファリャ（仲田 守） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：III 

組曲「イベリア」よりトゥリアーナ／I.アルベニス（沖公智） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

ミシシッピ組曲よりマルディ・グラ／F.グローフェ（瀬尾宗利） 

 

職場の部 

 

JR東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

前奏曲作品３の２／S.ラフマニノフ（RobertLongfield） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：Ⅰ 

組曲「絵のような風景より／J.マスネ（小長谷宗一） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：IV 

道化師より 間奏曲／R.レオンカヴァッロ（髙倉正巳） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：IV 

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲／M.グリンカ（M.ハインズレ

ー） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：III 

スペイン組曲よりアラゴン／I.アルベニス（塩崎美幸） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺 明 課：IV 

バレエ音楽「ガイーヌ」／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：IV 

コンテスト・マーチ「マーキュリー」／J.ヴァンデルロースト 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：Ⅰ 

バレエ音楽「シルヴィア」よりバッカスの行列／L.ドリーブ（建部

知弘） 

 

一般の部 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：IV 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

習志野ウィンド・オーケストラ 指揮：海野 修 課：Ⅰ 

４つのスコットランド舞曲よりⅠ、Ⅲ、Ⅳ／M.アーノルド

（John.P.Paynter） 

 

福山ウィンドオーケストラ 指揮：小林泰一郎 課：IV 

歌劇「コラ・ブルニョン」序曲／D.カバレフスキー（H.ハンスバ

ーガー） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：

III 

バレエ音楽「軽騎士のバラード」より／T.フレンニコフ（近藤久

敦） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：IV 

祝典序曲／三善 晃（遠藤正樹） 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井 繁 課：IV 

カルメン組曲／G.ビゼー（淀 彰） 

 

中村学園ＯＢ吹奏楽団 指揮：手嶋祐一 課：IV 

吹奏楽のための第２組曲より第３、１楽章／G.ホルスト 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：奥田健雄 課：IV 

「バァレンシア」の寡婦／A.ハチャトゥリアン（高木登古） 

 

Ｊ・Ｓ・Ｂ・吹奏楽団 指揮：増森健一郎 課：II 

剣と王冠／E.グレグソン 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：III 

バレエ音楽「ライモンダ」／A.グラズノフ（木村𠮷宏） 

 

豊島区吹奏楽団 指揮：吉田孝司 課：III 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

伊丹市吹奏楽団 指揮：永澤譲 課：IV 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） ＊ 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：IV 

プスタ ４つのジプシー・ダンスより／J.ヴァンデルロースト 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：淀彰 課：IV 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」／S.プロコフィエフ（淀 彰） 

 

特別演奏 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：山本久由 

「サバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗一） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：藤井真一 

メキシコの祭りより 前奏曲とアズテックダンス／A.リード 

 

 

１９９５年 
第４３回全日本吹奏楽コンクール 

会場：和歌山県民文化会館、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：行進曲「ラメセスⅡ世」／阿部勇一 

Ⅱ：「スプリング・マーチ」／大石美香 

Ⅲ：第１行進曲「ジャンダルム」／高島 豊 

Ⅳ：「アップル・マーチ」／野村正憲 

 

中学校の部 

 

玉川学園中学部 指揮：長谷部啓 課：II 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（八田泰一） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：高岡英二 課：I 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

八戸市立湊中学校 指揮：最上哲宏 課：IV 

ハンガリー狂詩曲第２番／F.リスト（石川喬雄） 

 

大阪市立生野中学校 指揮：梅田隆司 課：IV 

交響詩「魔法使いの弟子」／P.デュカス 



（FrankWinterbottom） 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：緒形まゆみ 課：I 

歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列／R.ワー

グナー（末永隆一） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

八潮市立八潮中学校 指揮：吉里達哉 課：I 

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） 

 

土佐女子中学校 指揮：森本直由美 課：III 

組曲「バレエの情景」／A.グラズノフ（仲田 守） 

 

小松市立松陽中学校 指揮：桶川亮一 課：I 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

千葉市立土気中学校 指揮：宮下彬 課：III 

春になって王達が戦いに出るに及んで／D.ホルジンガー 

 

川越市立野田中学校 指揮：坂公道 課：I 

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

（小長谷宗一） 

 

広島市立安西中学校 指揮：香畠譲 課：II 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

沼津市立金岡中学校 指揮：芹澤淳 課：III 

ハンガリー狂詩曲第２番／F.リスト（石川喬雄） 

 

北九州市立霧丘中学校 指揮：仁科善之 課：III 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（藤田玄播） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：III 

吹奏楽のための神話／大栗裕 

 

札幌市立信濃中学校 指揮：出口三春 課：II 

交響曲より第４楽章／矢代秋雄（伊藤康英） 

 

山武町立山武中学校 指揮：田中淳一郎 課：III 

ハーリ・ヤーノシュ／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鹿討譲二 課：III 

歌劇「レイモン」序曲／A.トマ（松代晃明） 

 

尼崎市立園田中学校 指揮：羽地靖隆 課：IV 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー 

 

宮崎市立宮崎中学校 指揮：末吉正生 課：IV 

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） 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：III 

交響詩「ローシオの行列」 Ⅰ.トゥリアーナの祭り Ⅱ.行列／J.

トゥリーナ（AlfredReed） 

 

水戸市立双葉台中学校 指揮：高倉久 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

田辺町立大住中学校 指揮：前田誠 課：II 

春になって王達が戦いに出るに及んで／D.ホルジンガー 

 

原町市立原町第一中学校 指揮：北野英樹 課：II 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：石川武 課：I 

バレエ組曲「スパルタクス」／A.ハチャトゥリアン（仲田 守） 

 

宮崎市立赤江東中学校 指揮：濱田至 課：III 

組曲「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（L.Millet） 

 

能美郡辰口町立辰口中学校 指揮：田中一宏 課：III 

組曲「動物の謝肉祭」より／サン=サーンス（後藤 洋） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷直 課：II 

楽劇「サロメ」より７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス ＊ 

 

出雲市立第二中学校 指揮：竹下克敏 課：I 

バレエ音楽「シンデレラ」より 導入・ギャロップ・ワルツ・真夜中

／S.プロコフィエフ（川上修一） 

 

大宮市立桜木中学校 指揮：上田厳 課：I 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ

（PaulDesprey） 

 

高等学校の部 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：I 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：I 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：I 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：藤林二三夫 課：I 

この地球を神と崇める／K.フサ 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

島根県立大社高等学校 指揮：金本克康 課：I 

バレエ音楽「パリの喜び」より 序曲、ワルツ、マーチ、カンカン

／J.オッフェンバック、M.ロザンタール（小長谷宗一） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田薫 課：I 

組曲第７番「アルザスの風景」より／J.マスネ（小長谷宗一） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：I 

ヴァレンシアの寡婦／A.ハチャトゥリアン（石津谷治法） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：I 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.ヒル 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久勲 課：II 

トッカータとフーガ／J.S.バッハ（ErickLeidzen） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻寛 課：IV 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

北海道遠軽高等学校 指揮：今井成美 課：I 

ゴーストトレインより／E.ウィテカー 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原達 課：I 

いたずらなポルターガイスト／サレルノ 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：I 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：II 

バレエ音楽「眠れる森の美女」／P.I.チャイコフスキー（西山潔） 

 

就実高等学校 指揮：村松勲 課：III 

キューバ序曲／G.ガーシュイン（平石博一） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：III 

喜歌劇「天国と地獄」 序曲／J.オッフェンバック（A.Hibbert） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：小林久仁郎 課：I 

舞楽より 第２部／黛敏郎（天野正道） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：I 

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） 

 

関東第一高等学校 指揮：塩谷晋平 課：I 

交響詩「ベトナムの回顧」／D.ギリングハム 

 



埼玉栄高等学校 指揮：大滝実 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

都立永山高等学校 指揮：馬場正英 課：I 

われ死者の復活を待ち望む／メシアン ＊ 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：竹森正貢 課：IV 

スパルタクス／J.ヴァンデルロースト 

 

神奈川県立野庭高等学校 指揮：中澤忠雄 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／O.レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：I 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：II 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：I 

バレエ組曲「ロデオ」より 牧場の夜想曲、カウボーイの休日／A.

コープランド（小長谷宗一） 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：齋藤淳 課：II 

交響詩「ティル オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（齋藤淳） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男/渋川誠人 

ソノリティー／リーデマン歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

より間奏曲／P.マスカーニ（LeonardFalcone）イントロダク

ション・アンド・モダンビート／ストラットフォード 

 

高知工業高等専門学校吹奏楽部 指揮：佐々木寿幸 課：II 

吹奏楽のための木挽歌／小山清茂 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林紀人 

課：III 

バレエ音楽「リーズの結婚」より／F.エロール～J.ランチベリー

（林紀人） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：井上功一 課：III 

交響曲第二番「ビッグ・アップル」より／J.デメイ 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：I 

シンフォニエッタより第３、５楽章／L.ヤナーチェク（上埜孝） 

 

筑波大学吹奏楽団 指揮：伊藤康英 課：III 

交響曲より第４楽章／矢代秋雄（伊藤康英） 

 

東北学院大学シンフォニック・ウインド・アンサンブル 指揮：淀

彰 課：II 

剣と王冠／E.グレグソン 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：I 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（瀬尾宗利） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖公智 課：IV 

３つの交響的素描「海」／C.ドビュッシー（沖公智） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：野田和人 課：II 

ハムレット／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：寺中哲二 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」／P.I.チャイコフスキー（淀彰） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：II 

バレエ音楽「女王への忠誠」より 火の章、水の章、終曲／M.ア

ーノルド（近藤久敦） 

 

亜細亜大学吹奏楽団 指揮：小倉啓介 課：IV 

交響的印象「教会のステンドグラス」／O.レスピーギ（小倉啓

介） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：冨田英夫 課：II 

ファイアストーム／S.ブラ 

 

職場の部 

 

新日本製鐵（株）大分製鐵所吹奏楽団 指揮：渡辺俊治 課：II 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ

（PaulDesprey） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺明 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」／A.グラズノフ（林紀人） 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：村山富喜 課：III 

たなばた／酒井格 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

イギリス民謡組曲／R.ウィリアムス（FrankWright） 

 

ヤマハ吹奏楽団東京 指揮：髙倉正巳 課：III 

狂詩曲「スペイン」／E.シャブリエ（M.ハインズレー） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：IV 

歌劇「ザンパ」序曲／F.エロール（J.F.Safranek） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：III 

組曲「サルタン皇帝の物語」より ３つの奇跡／N.リムスキー=

コルサコフ（藤田玄播） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：II 

スペイン奇想曲／N.リムスキー=コルサコフ（M.ハインズレー） 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：II 

雅風断章／櫛田胅之扶 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：III 

かわいい女／田村文生 

 

一般の部 

 

福山ウインドオーケストラ 指揮：小林泰一郎 課：II 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ

（PaulDesprey） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚類 課：I 

エルサレム讃歌／A.リード 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井繁 課：II 

バレエ音楽「火の鳥」／I.ストラヴィンスキー（GuyDuker） ＊ 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：I 

バレエ組曲「クエスト」より／ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

習志野ウインド・オーケストラ 指揮：海野修 課：II 

ドラゴンの年／P.スパーク 

 

大牟田奏友会 指揮：吉永忠晴 課：III 

仮面幻想／大栗裕 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：II 

ミシシッピ組曲より／F.グローフェ（瀬尾宗利） 

 

豊島区吹奏楽団 指揮：吉田孝司 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（RogerBoutry） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：I 

紅炎の鳥／田中賢 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：I 



歌劇「ムツェンクス郡のマクベス夫人」／D.ショスタコーヴィチ

（遠藤正樹） 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：楊鴻泰 課：IV 

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） 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：I 

ゴーストトレインより／E.ウィテカー 

 

百萬石ウインドオーケストラ 指揮：花本康二 課：III 

ス ペ イ ン 奇 想 曲 ／ N. リ ム ス キ ー = コ ル サ コ フ

（FrankWinterbottom） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田亨 課：I 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

特別演奏 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 

ウイーン市祝典曲／R.シュトラウス（EricBanks）交響三章／

三善晃行進曲「忠誠」／J.P.スーザ 

 

 

１９９６年 
第４４回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：倉敷市民会館、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「管楽器のためのソナタ」／伊藤康英 

Ⅱ：「般若」／松浦欣也 

Ⅲ：「クロマティック・プリズム」／松尾善雄 

Ⅳ：「はるか、大地へ」／上岡洋一 

Ⅴ：「交響的譚詩～吹奏楽のための」／露木正登 

 

中学校の部 

 

北九州市立板櫃中学校 指揮：溝口静雄 課：II 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

横浜市立すすき野中学校 指揮：髙橋 実 課：III 

組曲「ヴァレンシアの寡婦」より序奏、ｿﾝｸﾞ、ダンス／A.ハチャト

ゥリアン（高木登古） 

 

いわき市立植田中学校 指揮：鵜沼勇雄 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より主顕祭／O.レスピーギ（磯崎淳博） 

 

広島市立安西中学校 指揮：香畠 譲 課：V 

祝典序曲／J.イベール（森田一浩） ＊ 

 

松山市立雄新中学校 指揮：高岡英二 課：V 

バレエ組曲「赤いけしの花」より序奏、ロシア水平の踊り／R.グ

リエール（淀彰） 

 

松本市立鎌田中学校 指揮：大久保和彦 課：II 

歌劇「雪娘」より 軽業師の踊り／N.リムスキー=コルサコフ

（B.W.O'Donnell） 

 

原町市立原町第一中学校 指揮：北野英樹 課：IV 

「ハーリ・ヤーノシュ」より／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：II 

呪文と踊り／J.B.チャンス 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

川越市立野田中学校 指揮：早川冨美子 課：IV 

組曲「ヴァレンシアの寡婦」より序奏、ソング、ダンス／A.ハチャ

トゥリアン（石津谷治法） 

 

板橋区立志村第一中学校 指揮：村上利憲 課：III 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／A.ハチャトゥリアン（林紀人） 

 

富士宮市立富士宮第四中学校 指揮：杉山佳史 課：V 

ルーマニア狂詩曲 第１番／エネスコ（石川喬雄） 

 

鯖江市立中央中学校 指揮：佐々木和史 課：V 

組曲第４番「絵のような風景」より／J.マスネ（小長谷宗一） 

 

札幌市立信濃中学校 指揮：出口三春 課：II 

組曲「仮面舞踏会」より／A.ハチャトゥリアン（吉市幹雄） 

 

明石市立野々池中学校 指揮：三輪裕史 課：II 

バレエ組曲「恋は魔術師」／M.ファリャ（星出尚志） 

 

鹿児島市立谷山中学校 指揮：坂下 修 課：II 

剣と王冠／E.グレグソン 

 

狭山市立東中学校 指揮：中川徳夫 課：III 

動物の謝肉祭より序奏とライオンの行進、水族館、化石、終曲

／C.サン=サーンス（後藤 洋） 

 

綾歌町立綾歌中学校 指揮：十川裕史 課：V 

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） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：II 

「スペイン狂詩曲」より 祭り／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

旭川市立北門中学校 指揮：南 裕一 課：II 

バレエ音楽「スパルタクス」より ３つのダンス・エピソード／A.

ハチャトゥリアン（D.Hunsberger） 

 

名古屋市立平針中学校 指揮：平 邦和 課：II 

歌劇「はかなき人生」より 間奏曲、スペイン舞曲／M.ファリャ

（仲田 守） ＊ 

 

宮崎市立宮崎中学校 指揮：末吉正生 課：IV 

歌劇「雪娘」より 軽業師の踊り／N.リムスキー=コルサコフ（建

部知弘） 

 

辰口町立辰口中学校 指揮：北山義隆 課：Ⅰ 

吹奏楽のための木挽歌／小山清茂 

 

東大和市立第三中学校 指揮：斉藤義夫 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

大阪市立生野中学校 指揮：梅田隆司 課：IV 

スペイン狂詩曲／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

宇都宮市立陽西中学校 指揮：星 弘敏 課：II 

エルザの大聖堂への行列／R.ワーグナー（LucienCalliet） 

 

八潮市立八潮中学校 指揮：吉里達哉 課：V 

ミシシッピ組曲」よりオールド・クレオール・ディズ、マルディ・グ

ラ／F.グローフェ（瀬尾宗利） 

 

宇治市立南宇治中学校 指揮：瀬 浩明 課：V 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりⅠ,Ⅳ／O.レスピーギ（木

村𠮷宏） 

 

山武町立山武中学校 指揮：田中淳一郎 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

出雲市立第二中学校 指揮：竹下克敏 課：V 

３つの交響的絵画「寄港地」より ヴァレンシア／J.イベール（P.

デュポン） 

 

高等学校の部 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

「３つの夜想曲」より 祭り／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：V 

３つの交響的絵画「寄港地」より チュニスーネフタ、バァレンシ

ア／J.イベール（P.デュポン） 

 

東京都立永山高等学校 指揮：宇賀神 智 課：V 

「プラハのための音楽１９６８」より／K.フサ 

 

山口県立防府高等学校 指揮：重広昭雄 課：III 



竹取物語より／三善 晃（天野正道） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：小林久仁郎 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（天野正

道） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：飯野展嘉 課：V 

「カルミナ・ブラーナ」より ４,８,１０,１２,１３／C.オルフ（J.クラ

ンス） ＊ 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：上甲広文 課：II 

ハンガリー狂詩曲第２番／F.リスト（淀 彰） 

 

就実高等学校 指揮：熱田昭夫 課：IV 

バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り／M.ファリャ（仲田 

守） ＊ 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：V 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／O.レスピーギ（淀 彰） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：V 

交響詩「ローマの松」より／O.レスピーギ（鈴木英史） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：V 

「交響三章」より第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：V 

交響詩「英雄の生涯」より英雄の戦い／R.シュトラウス（M.ハイ

ンズレー/宇畑知樹） 

 

兵庫県立兵庫高等学校 指揮：松井隆司 課：V 

組曲「３つのオレンジへの恋」より／S.プロコフィエフ（西山 

潔） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：松井郁雄 課：V 

交響詩「ローマの祭」よりチルチェンセス、主顕祭／O.レスピー

ギ（磯崎淳博） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（木村𠮷宏） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：V 

バレエ音楽「軽騎兵のバラード」より／T.フレンニコフ（近藤久

敦） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻 寛 課：IV 

交響詩「ローマの噴水」より／O.レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：V 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲よりパントマイム、全員

の踊り／M.ラヴェル（RogerBoutry） 

 

福岡県立鞍手高等学校 指揮：伏見宣秀 課：II 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：V 

舞踏組曲／B.バルトーク（仲田 守） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

「スペイン狂詩曲」より 祭り／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：齋藤 淳 課：V 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） ＊ 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原 達 課：V 

ダンテの「神曲」より 地獄篇／R.W.スミス 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：V 

「交響曲第２番」より 第３・第４楽章／A.ボロディン（小長谷宗

一） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：V 

ハンガリー民俗舞曲／ヴェイネルヴェイネル（森田一浩） 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：IV 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

山形県立米沢商業高等学校 指揮：中嶋光紀 課：II 

オマージュ／J.ヴァン=デル=ロースト 

 

福岡第一高等学校 指揮：松澤 洋 課：V 

舞踏組曲／B.バルトーク（仲田 守） 

 

狭山ヶ丘高等学校 指揮：佐々木隆信 課：V 

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） 

 

大学の部 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：V 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より第３楽章ハッピーエ

ンディング／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：尾木恒雄 課：II 

「スペイン組曲」よりアラゴン／I.アルベニス（塩崎美幸） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

「スペイン狂詩曲」より 祭り／M.ラヴェル（八田泰一） ＊ 

 

亜細亜大学吹奏楽団 指揮：小倉啓介 課：V 

「スラヴ舞曲集」より 第７番 第１５番／A.ドヴォルザーク（小倉

啓介） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：IV 

シンフォニア・フェスティーヴァ／A.ラニング 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：III 

舞曲／C.ドビュッシー（沖 公智） 

 

香川大学吹奏楽団 指揮：栗田健一 課：II 

組曲第４番「絵のような風景」より ジプシーの祭り／J.マスネ

（栗田健一） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：南部隆之 課：II 

交響曲第３番「スラヴィアンスカヤ」より／コゼフニコフ

（JohnR.Bourgeois） 

 

東北学院大学シンフォニック ウインド アンサンブル 指揮：淀 

彰 課：V 

舞踏組曲／B.バルトーク（淀 彰） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：古舘正夫 課：V 

４つの交響的印象「教会のステンドグラス」より第２楽章 大天

使聖ミカエル／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

駒沢大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：III 

「 デ ィ ベ ル テ ィ メ ン ト 」 よ り ／ L. バ ー ン ス タ イ ン

（ClareGrundman） 

 

筑波大学吹奏楽団 指揮：松尾 崇 課：Ⅰ 

交響組曲「春」より第２楽章／C.ドビュッシー（松尾 崇） 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：佐野明彦 課：II 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりⅠ,Ⅱ／O.レスピーギ（小

長谷宗一） 

 

職場の部 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺 明 課：II 

「 キ ャ ン デ ィ ー ド 序 曲 」 ／ L. バ ー ン ス タ イ ン

（ClareGrundman） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：II 

フェスティーボ／E.グレグソン 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：III 

「ミシシッピ組曲」より／F.グローフェ（瀬尾宗利） 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：村山富喜 課：IV 



マーキュリー／J.ヴァン=デル=ロースト 

 

松下電工吹奏楽団 指揮：大野 隆 課：II 

吹奏楽のための交響曲より 第１楽章／ビリック 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

コンサートマーチ「バンドロジー」／ E.オスターリング

（FrankWright） 

 

ＮＴＴ東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：II 

吹奏楽の為の「交響的典礼」／伊藤康英 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：IV 

ブラスオーケストラのための「行列幻想」より 第３楽章 そして

男と女の行列／團伊玖磨（時松敏康） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：森田利明 課：V 

「色彩交響曲」より／A.ブリス（塩崎美幸） 

 

一般の部 

 

船橋市交響吹奏楽団 指揮：吉田裕史 課：IV 

バレエ音楽「ライモンダ」よりグランド・アダージョ／A.グラズノ

フ（木村𠮷宏） 

 

県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部ＯＢ会吹奏楽団 指揮：萩

原亮彦 課：IV 

バ レ エ 音 楽 「 四 季 」 よ り  秋 ／ A. グ ラ ズ ノ フ

（RichardBancroft） 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井 繁 課：IV 

歌劇「タンホイザー」より／R.ワーグナー（小田才助） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：V 

歌劇「わが友、フリッツ」より間奏曲／P.マスカーニ（木村𠮷宏） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：V 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりⅠ,Ⅳ／O.レスピーギ（木

村𠮷宏） 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：奥田健雄 課：II 

「ビザンチンのモザイク」より Ⅲ.復活の天使／F.チェザリーニ 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：III 

舞踏組曲／B.バルトーク（仲田 守） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 亨 課：V 

変容（管弦楽のための主題と変奏）／O.レスピーギ（遠藤幸夫） 

 

福山ウインドオーケストラ 指揮：小林泰一郎 課：IV 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林紀人） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：V 

カウボーイ序曲／J.ウィリアムズ（JimCurnow） 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：IV 

舞踏組曲／B.バルトーク（佐藤正人） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：IV 

「第４交響曲」より 第３楽章 タランテラ／A.リード 

 

三条市吹奏楽団 指揮：河本隆吉 課：IV 

「スペイン組曲」より アラゴン／I.アルベニス（塩崎美幸） 

 

大牟田奏友会 指揮：山本 聡 課：V 

３つの交響的素描「海」よりⅢ.風と海との対話／C.ドビュッシ

ー（藤田玄播） 

 

薔薇崇師ウィンドシンフォニー 指揮：塩谷晋平 課：Ⅰ 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

 

１９９７年 
第４５回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：普門館、所沢市民文化センター 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：マーチ「ライジング・サン」／新井千悦子 

Ⅱ：マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」／内藤淳一 

Ⅲ：「五月の風」／真島俊夫 

Ⅳ：「ラ・マルシュ」／稲村穣司 

 

中学校の部 

 

伊丹市立北中学校吹奏楽部 指揮：今井克己 課：II 

「火の伝説」／櫛田胅之扶 

 

玉川学園中学校吹奏楽部 指揮：長谷部啓 課：III 

４つのスコットランド舞曲／M.アーノルド（J.P.Paynter） 

 

秋田市立飯島中学校吹奏楽部 指揮：木内 恒 課：II 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」／A.ハチャトゥリアン（小

林久仁郎） 

 

浜松市立高台中学校吹奏楽部 指揮：杉山真也 課：III 

春になって王達が戦いに出るに及んで／D.ホルジンガー（小

林久仁郎） 

 

関西創価中学校吹奏楽部 指揮：岸本照雄 課：III 

ヴァレンシアの寡婦より序奏、セレナーデ、間奏曲、ダンス／A.

ハチャトゥリアン 

 

宮崎市立赤江東中学校吹奏楽部 指揮：濱田 至 課：II 

組曲「コーカサスの風景」 Ⅰ.峡谷にて Ⅳ.酋長の行進／I.イワ

ーノフ（A.Delhaye） 

 

旭川市立北門中学校吹奏楽部 指揮：南 裕一 課：III 

バレエ音楽「せむしの仔馬」より ジプシーの踊り、イワンの入場、

ロシアンカドリーユ／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

浦添市立仲西中学校吹奏楽部 指揮：伊敷 健 課：III 

バレエ組曲「赤いけしの花」より 情景と苦力の勝利の踊り／R.

グリエール（B.Buehlman） 

 

出雲市立第二中学校吹奏楽部 指揮：竹下克敏 課：III 

３つの交響的素描「海」よりⅢ.風と海との対話／C.ドビュッシ

ー（八田泰一） 

 

太田市立城東中学校吹奏楽部 指揮：矢野和弘 課：III 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

広島市立安西中学校吹奏楽部 指揮：香畠 譲 課：III 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より／S.プロコフィエフ（淀 

彰） 

 

高岡市立戸出中学校すいそう学部 指揮：沢田良子 課：II 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

宇都宮市立陽西中学校吹奏楽部 指揮：星 弘敏 課：III 

楽劇「サロメの踊り」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウ

ス（Ｍ.Hindsley） ＊ 

 

鳴門市立鳴門市第一中学校吹奏楽部 指揮：益田郁夫 課：III 

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） 

 

坂戸市立住吉中学校吹奏楽部 指揮：阿部和博 課：III 

舞踏組曲／B.バルトーク（淀 彰） 

 

松山市立雄新中学校吹奏楽部 指揮：高岡英二 課：III 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より Ⅰ，Ⅲ／伊藤康英 

 

伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部 指揮：永澤 譲 課：III 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

札幌市立信濃中学校吹奏楽部 指揮：出口三春 課：II 

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） 

 



ひたちなか市立田彦中学校吹奏楽部 指揮：武藤隆行 課：II 

交響詩「魔法使いの弟子」／P.デュカス（武藤隆行） 

 

八潮市立八潮中学校吹奏楽部 指揮：羽生田麻子 課：III 

バレエ音楽「エスタンシア」より開拓者たち、小麦の踊り、終曲の

踊り／A.ヒナステラ（仲田 守） 

 

高岡市立芳野中学校吹奏楽部 指揮：神田賢二 課：III 

「カルミナ・ブラーナ」より  ４、９、１０、１２、１３／オルフ

（Ｊ.Krance） ＊ 

 

平田市立平田中学校吹奏楽部 指揮：古川慎治 課：II 

「ジェリコ」シンフォニック・バンドのためのラプソディー／M.グ

ールド 

 

松本市立鎌田中学校吹奏楽部 指揮：大久保和彦 課：IV 

「リュートのための古い舞曲とアリアより」第３集 Ⅰ.イタリアー

ノ Ⅳ.パッサカリア／O.レスピーギ（森田一浩） 

 

原町市立原町第一中学校吹奏楽部 指揮：北野英樹 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲／M.ラヴェル

（R.Boutry） 

 

三浦市立初声中学校吹奏楽部 指揮：土屋和彦 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（R.Boutry） 

 

秋田市立山王中学校吹奏楽部 指揮：細谷 直 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（R.Boutry） 

 

東大和市立第三中学校吹奏楽部 指揮：楢木輝明 課：III 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

北九州市立板櫃中学校吹奏楽部 指揮：溝口静雄 課：II 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

蒲郡市立中部中学校吹奏楽部 指揮：峯村邦泰 課：III 

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） 

 

高等学校の部 

 

金沢市立工業高等学校吹奏楽部 指揮：幸正勤也 課：III 

組曲「グランド・キャニオン」より 山道を行く、豪雨／F.グロー

フェ（後藤洋/淀 彰） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部 指揮：宇畑知樹 

課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」／B.バルトーク（森田一浩） 

 

安城学園高等学校吹奏楽部 指揮：𠮷見光三 課：II 

ガランタ舞曲より／Z.コダーイ（森田一浩） 

 

福島県立勿来工業高等学校吹奏楽部 指揮：根本直人 課：II 

…そしてどこにも山の姿はない／J.シュワントナー 

 

島根県立出雲高等学校吹奏楽部 指揮：森脇治夫 課：III 

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） 

 

高松第一高等学校吹奏楽部 指揮：石川孝司 課：III 

歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第３幕より 徒弟た

ちの踊りと親方達の入場／R.ワーグナー（松代晃明） 

 

大阪府立淀川工業高等学校吹奏楽部 指揮：丸谷明夫 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

出雲北陵高等学校吹奏楽部 指揮：片寄哲夫 課：II 

「法華経から三つの啓示」より 第２楽章「禅定」 第３楽章「平和

の悦び」／A.リード 

 

北海道札幌白石高等学校吹奏楽部 指揮：米谷久男 課：II 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

東京都立永山高等学校吹奏楽部 指揮：宇賀神 智 課：III 

カンタス／V.ネリベル 

 

福岡工業大学附属高等学校吹奏楽部 指揮：屋比久 勲 課：II 

交響曲第５番「革命」より  終楽章／D.ショスタコーヴィチ

（C.B.Righter） 

 

常総学院高等学校吹奏楽部 指揮：本図智夫 課：III 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりソロモンの夢、戦いの踊

り、ベルキスの暁の踊り、狂宴の踊り／O.レスピーギ（本図智

夫） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

兵庫県立明石北高等学校吹奏楽部 指揮：深田哲也 課：III 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 指揮：新妻 寛 課：II 

「交響三章」より第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

埼玉県立与野高等学校吹奏楽部 指揮：齋藤 淳 課：II 

「アルプス交響曲」より日の出、頂上にて、雷雨と嵐・下山、夜／

R.シュトラウス（八田泰一） 

 

東海大学第一高等学校吹奏楽部 指揮：榊原 達 課：III 

伝説のアイルランド／R.W.スミス 

 

愛媛県立伊予高等学校吹奏楽部 指揮：高橋貞道 課：II 

組曲「イタリアの印象」より Ⅴ.ナポリ／G.シャルパンティエ（淀 

彰） 

 

秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部 指揮：小林久仁郎 課：III 

バレエ音楽「かかし王子」より 王女とかかし王子の踊り／B.バ

ルトーク（天野正道） 

 

福岡第一高等学校吹奏楽部 指揮：松澤 洋 課：IV 

バレエ音楽「青銅の騎士」／R.グリエール（仲田 守） 

 

柏市立柏高等学校吹奏楽部 指揮：石田修一 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より第４幕への序奏、友情の踊り、アイシ

ェの目覚めと踊り、剣の舞、収穫祭／A.ハチャトゥリアン（林 紀

人） 

 

島根県立大社高等学校吹奏楽部 指揮：金本克康 課：III 

歌劇「運命の力」序曲／G.ヴェルディ（錦織雄司） 

 

精華女子高等学校吹奏楽部 指揮：藤重佳久 課：III 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

富山県立高岡商業高等学校吹奏楽部 指揮：村中秀一 課：Ⅰ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（上埜 

孝） 

 

潤徳女子高等学校吹奏楽部 指揮：小林龍樹 課：II 

スパルタクス／ヴァン＝デル＝ロースト 

 

秋田県立新屋高等学校吹奏楽部 指揮：髙野豊昭 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（髙野豊

昭） 

 

東海大学第四高等学校吹奏楽部 指揮：井田重芳 課：II 

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） 

 

愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部 指揮：桐田正章 課：II 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

埼玉栄高等学校吹奏楽部 指揮：大滝 実 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より十月祭、主顕祭／O.レスピーギ（佐藤

正人、磯崎敦博） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

洛南高等学校吹奏楽部 指揮：宮本輝紀 課：III 

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） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林 紀人 

課：III 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／R.グリエール（林 紀人） 



 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：III 

管弦楽のための映像より イベリア／C.ドビュッシー（小澤俊

朗） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：III 

喜びの島／C.ドビュッシー（沖公智） 

 

福井大学吹奏楽部 指揮：佐野明彦 課：III 

交響詩「ローマの祭」／O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：鷲岡 厳 課：III 

バレエ音楽「スパルタクス」より／A.ハチャトゥリアン（仲田 守） 

 

立正大学吹奏楽部 指揮：佐藤正人 課：III 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」／A.ハチャトゥリアン（小

林久仁郎） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：濱村章彦 課：Ⅰ 

「マンハッタンの情景」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ／J.ヴァン＝デル＝ロー

スト 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：松原嘉昭 課：III 

「お気に召すまま」より Ⅰ.プレリュード Ⅲ.緑の木下で Ⅳ.泉 

Ⅴ.婚礼の行列／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より メ

ジャー・バーバラ／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：尾木恒雄 課：III 

交響曲第２番「ロマンティック」より 第３楽章／H.ハンソン

（W.F.Mcbeth） 

 

東北学院大学シンフォニック ウインド アンサンブル 指揮：淀 

彰 課：III 

喜歌劇「こうもり」序曲／J.シュトラウス（淀 彰） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽部 指揮：寺中哲二 課：III 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／O.レスピーギ（小長谷

宗一） 

 

職場の部 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：Ⅰ 

秋の平安京／櫛田胅之扶 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：II 

ミュージカル「オール・トゥギャザー・ナウ」より グリニッジのた

めの音楽／E.グレグソン 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：吉永忠晴 課：III 

ハンガリー狂詩曲 第２番／F.リスト（淀 彰） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：III 

「舞踏組曲」よりⅡ、Ⅴ、終曲／B.バルトーク（磯崎敦博） 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：星野武徳 課：Ⅰ 

パリのアメリカ人／G.ガーシュイン（J.Brubaker） 

 

東京ガス吹奏楽団 指揮：神足勝英 課：IV 

歌劇「ファウスト」より  バレエ音楽／C.グノー（藤田玄播

/W.Maas） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺 明 課：II 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／O.レスピーギ（小長谷

宗一） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：Ⅰ 

歌劇「イーゴリ公」より  ダッタン人の踊り／A.ボロディン

（M.Hindsley） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：II 

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲／G.ヴェルディ（淀 彰） 

 

ツヅキボウ交響吹奏楽団 指揮：酒井節郎 課：Ⅰ 

「水夫と鯨」より 第１，５楽章／F.マクベス 

 

一般の部 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：II 

「オセロ」より／A.リード 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木 均 課：III 

「舞踏組曲」よりⅠ、Ⅱ、終曲／B.バルトーク（藤田玄播） 

 

ソノーレ・ウインドアンサンブル 指揮：奥田健雄 課：IV 

楽劇「サロメの踊り」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウ

ス（Ｍ.Hindsley） ＊ 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：IV 

春になって王達が戦いに出るに及んで／D.ホルジンガー 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：III 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

佐世保吹奏楽団 指揮：大倉安幸 課：II 

バレエ音楽「女王への忠誠」より 火の章、水の章、終曲／M.ア

ーノルド（近藤久敦） 

 

創価学会東京吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：III 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より メ

ジャー・バーバラ／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

習志野ウインド・オーケストラ 指揮：海野 修 課：III 

ミラージュ ア パリ（巴里の幻影）／真島俊夫 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：III 

交響詩「ローマの祭」より十月祭、主顕祭／O.レスピーギ（佐藤

正人） 

 

観音寺市民吹奏楽団 指揮：政本浩一郎 課：II 

バ レ エ 音 楽 「 エ ジ プ ト 舞 曲 」 よ り ／ A. ル イ ー ジ ニ

（L.P.Laurendeau） 

 

北見交響吹奏楽団 指揮：江頭義人 課：IV 

歌劇「トスカ」よりテ・デウム／G.プッチーニ（鈴木英史） 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：III 

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） 

 

熊本ウインドオーケストラ 指揮：川瀬 誠 課：V 

組曲「ヘンリー五世」より Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ／W.ウォルトン（佐藤正人） 

 

伊丹市吹奏楽団 指揮：前田幸弘 課：III 

「交響的舞曲」より 第３楽章／S.ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：

III 

狂詩曲「サウンド バリアー」／M.アーノルド 

 

福山ウインドオーケストラ 指揮：小林泰一郎 課：Ⅰ 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

 

１９９８年 
第４６回全日本吹奏楽コンクール 

会場：びわ湖ホール、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「童夢」／松尾善雄 

Ⅱ：「稲穂の波」／福島 弘和 

Ⅲ：「アルビレオ」／保科 洋 

Ⅳ：「ブラジリアン・ポートレート」／河野土洋 

 

中学校の部 

 

福岡教育大学教育学部付属小倉中学校 指揮：武田邦彦 課：

II 



海の男達の歌／R.W.スミス 

 

松山市立内宮中学校 指揮：白石道明 課：II 

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） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：Ⅰ 

組曲｢ハーリ・ヤーノシュ｣より Ⅳ.戦争とナポレオンの敗北、Ⅵ.

皇帝と廷臣たちの入場／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

名古屋市立萩山中学校 指揮：楫野克彦 課：Ⅰ 

歌劇｢はかなき人生｣より 間奏曲とスペイン舞曲／M.d.ファリ

ャ（仲田 守） 

 

菖蒲町立菖蒲中学校 指揮：松原 睦 課：Ⅰ 

チャルダッシュ／V.モンティ（石川喬雄） 

 

名古屋市立平針中学校 指揮：平 邦和 課：III 

バレエ音楽｢三角帽子｣より 終幕の踊り／M.d.ファリャ（仲田 

守） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：II 

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） 

 

東大和市立第三中学校 指揮：楢木輝明 課：III 

バレエ組曲｢アパラチアの春｣より／A.コープランド（森田一浩） 

 

札幌市立琴似中学校 指揮：鹿討譲二 課：Ⅰ 

｢ルイス・アロンソの結婚式｣より 間奏曲／J.ヒメネス（松代晃

明） 

 

原町市立原町第一中学校 指揮：三浦邦彦 課：II 

交響組曲｢寄港地｣より Ⅲ.ヴァレンシア／J.イベール（P.デュポ

ン） 

 

北九州市立板櫃中学校 指揮：溝口静雄 課：Ⅰ 

呪文と踊り／J.B.チャンス 

 

山崎町立山崎西中学校 指揮：尾川祐之 課：III 

交響的断章／V.ネリベル 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

宇都宮市立陽西中学校 指揮：星 弘敏 課：II 

交響組曲｢寄港地｣より Ⅱ.チュニス～ネフタ、Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

根上町立根上中学校 指揮：田中一宏 課：Ⅰ 

ルーマニア民族舞曲／B.バルトーク（後藤 洋） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：杉澤嘉穂 課：II 

バレエ音楽｢ガイーヌ｣より 導入部、狩人たちを待つ、収穫祭／

A.ハチャトゥリアン（淀 彰） 

 

三浦市立初声中学校 指揮：土屋和彦 課：II 

｢スペイン狂詩曲｣より 祭り／M.ラヴェル（森田一浩） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校１（BOCD-７６４４）に収録 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：神田賢二 課：III 

交響詩｢ローマの祭｣より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／O.レ

スピーギ（藤田玄播） 

 

柴田町立槻木中学校 指揮：菊地敏朗 課：III 

歌劇｢ル・シッド｣より マドリレーナ、ナヴァレーサ／J.マスネ

（山本教生） 

 

坂戸市立住吉中学校 指揮：阿部和博 課：III 

交響詩｢ステンカ・ラージン｣／A.グラズノフ（長峰和越） 

 

秋田市立飯島中学校 指揮：木内 恒 課：II 

交響曲第１番より 第４楽章／S.ラフマニノフ（髙野豊昭） 

 

八王子市立由井中学校 指揮：田中秀幸 課：Ⅰ 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.H.ヒル 

 

広島市立安西中学校 指揮：香畠 譲 課：II 

交響詩｢ローマの祭｣／O.レスピーギ（佐藤正人／磯崎敦博） 

 

伊丹市立天王寺川中学校 指揮：永澤 讓 課：Ⅰ 

舞踏組曲／B.バルトーク（永澤 讓） 

 

平田市立平田中学校 指揮：古川慎治 課：III 

吹奏楽のための｢神話｣ ～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

日向市立財光寺中学校 指揮：椛山達己 課：IV 

｢音楽の夜会（ロッシーニのテーマによる組曲）｣より Ⅲ.ティロ

レーゼ、Ⅳ.ボレロ、Ⅴ.タランテラ／B.ブリテン（T.C.ブラウン） 

 

札幌市立宮の丘中学校 指揮：田島夏樹 課：III 

歌劇｢トスカ｣より テ・デウム／G.プッチーニ（鈴木英史） 

 

更埴市立屋代中学校 指揮：石川 武 課：Ⅰ 

道化師の朝の歌／M.ラヴェル（仲田 守） 

 

太田市立城東中学校 指揮：矢野和弘 課：III 

｢モスクワのチェリョムーシカ｣より モスクワを疾走、ワルツ、ダ

ンス／D.ショスタコーヴィチ（佐藤正人） 

 

ひたちなか市立大島中学校 指揮：浅野正樹 課：II 

｢夜想曲｣より Ⅱ 祭り／C.ドビュッシー（藤田玄播） 

 

高等学校の部 

 

福岡県立城南高等学校 指揮：西嶋克豊 課：II 

バレエ音楽｢ダフニスとクロエ｣第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（R.ブートリー） 

 

愛知県立幸田高等学校 指揮：鈴木孝育 課：II 

交響詩｢ローマの祭｣より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／O.レ

スピーギ（磯崎敦博） 

 

兵庫県立明石北高等学校 指揮：深田哲也 課：II 

交響詩｢英雄の生涯｣より／R.シュトラウス（M.ハインズレー／

石川 学） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：佐藤堯史 課：II 

ジェリコ シンフォニック・バンドのためのラプソディー／M.グ

ールド 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：清水 毅 課：Ⅰ 

交響詩｢ローマの祭｣より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／O.レ

スピーギ（藤田玄播） 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：齋藤 淳 課：III 

交響詩｢ローマの噴水｣／O.レスピーギ（齋藤 淳） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：II 

春になって、王達が戦いに出るに及んで／D.R.ホルジンガー 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：II 

｢交響曲｣より 第４楽章／矢代秋雄（伊藤康英） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻 寛 課：Ⅰ 

交響詩｢ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら｣／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

福島県立勿来工業高等学校 指揮：根本直人 課：II 

暗黒の一千年代／J.シュワントナー 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：米谷久男 課：II 

バレエ音楽｢青銅の騎士｣より／R.グリエール（林 紀人） 

 

土佐女子高等学校 指揮：森本直由美 課：Ⅰ 

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） 

 

聖カタリナ学園 指揮：日野謙太郎 課：II 

｢スペイン狂詩曲｣より 祭り／M.ラヴェル（仲田 守） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：II 

｢プラハのための音楽１９６８｣より Ⅲ.イントラーダ IV.トッカ

ータとコラール／K.フサ 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：Ⅰ 



管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より ｢メ

ジャー・バーバラ｣／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

東海大学第一高等学校 指揮：榊原 達 課：Ⅰ 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：III 

｢スペイン狂詩曲｣より 祭り／M.ラヴェル（仲田 守） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：III 

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） 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：II 

バレエ音楽｢眠りの森の美女｣より／P.I.チャイコフスキー（村山

英一） 

 

狭山ヶ丘高等学校 指揮：佐々木隆信 課：II 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より／W.

ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：藤林二三夫 課：Ⅰ 

｢剣と王冠｣／E.グレグソン 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：II 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

歌劇｢トスカ｣より テ・デウム／G.プッチーニ（鈴木英史） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：II 

交響的印象｢教会のステンドグラス｣より Ⅰ.エジプトへの逃亡、

Ⅱ.大天使聖ミカエル／O.レスピーギ（本図智夫） 

 

就実高等学校 指揮：熱田昭夫 課：II 

ウィンド・アンサンブルのための ｢ピース・オブ・マインド｣より

／D.ウィルソン 

 

兵庫県立西宮高等学校 指揮：吉永陽一 課：II 

祝典序曲／D.ショスタコーヴィチ（D.ハンスバーガー） ＊ 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久 勲 課：Ⅰ 

｢カルミナ・ブラーナ｣より ６、１０、１２、１３／C.オルフ（J.クラ

ンス） ＊ 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：III 

交響詩｢ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら｣／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

駒沢大学高等学校 指揮：吉野信行 課：III 

｢スペイン狂詩曲｣より 祭り／M.ラヴェル（仲田 守） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林 紀人 

課：II 

バレエ音楽｢ライモンダ｣より マーチ、ロマネスカ、バッカナール、

讃歌／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

｢夜想曲｣より Ⅱ.祭り／C.ドビュッシー（建部知弘） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：上高裕希 課：III 

バレエ音楽｢ライモンダ｣より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：髙倉正巳 課：III 

交響曲第１番｢指輪物語｣より 第５楽章｢ホビットたち｣／J.デ

＝メイ 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：II 

楽劇｢サロメ｣より 七つのヴェールの踊り／R.シュトラウス

（M.ハインズレー） ＊ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般１（BOCD-７６４９）に収録 

 

山形大学吹奏楽団 指揮：岩井宏樹 課：Ⅰ 

イースト・コーストの風景／N.ヘス 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：III 

｢ア・ウォータイム・スケッチブック｣より ６.ラヴァーズ ８.エピ

ローグ／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：II 

交響曲第５番より 第２･４楽章／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

亜細亜大学吹奏楽団 指揮：小倉啓介 課：II 

バレエ音楽｢眠りの森の美女｣より 情景、パノラマ、リラの精、

情景、終曲／P.I.チャイコフスキー（小倉啓介） 

 

熊本大学体育会吹奏楽部 指揮：岡本憲昭 課：Ⅰ 

バレエ音楽｢石の花｣より／S.プロコフィエフ（小長谷宗一） 

 

川崎医療福祉大学ハートフルウィンズ 指揮：岩田俊哉 課：Ⅰ 

組曲｢仮面舞踏会｣より／A.ハチャトゥリアン（仲田 守） 

 

関西大学応援団吹奏楽部 指揮：楊 鴻泰 課：Ⅰ 

バレエ音楽｢中国の不思議な役人｣より／B.バルトーク（仲田 

守） 

 

職場の部 

 

日立ソフトウェアエンジニアリング音楽隊 指揮：境野達男 課：

II 

交響組曲／C.ウィリアムズ 

 

ＮＴＴ東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：II 

瞑と舞／池上 敏 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：Ⅰ 

｢ルイス・アロンソの結婚式｣より 間奏曲／J.ヒメネス（W.カー

リシュニヒ） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：渡部謙一 課：II 

環状列石Ⅱ／菅野由弘 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：Ⅰ 

道化師の踊り／P.I.チャイコフスキー（R.E.クレイマー） 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：小田原朝雄 課：II 

吹奏楽のための抒情的｢祭｣／伊藤康英 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

音楽祭のプレリュード／A.リード 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺 明 課：II 

バレエ音楽｢ガイーヌ｣より／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

ＮＴＴ中国吹奏楽団 指揮：佐藤正二郎 課：Ⅰ 

交響曲第４番／P.I.チャイコフスキー（M.ハインズレー） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：吉永忠晴 課：IV 

バレエ音楽｢ガイーヌ｣より 序奏、バラの娘たちの踊り、レスギ

ンカ／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

一般の部 

 

土気シビック ウインド オーケストラ 指揮：加養浩幸 課：II 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：II 

カルミナ・ブラーナ／C.オルフ（J.クランス） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：Ⅰ 

｢シンフォニア・タプカーラ｣より 第３楽章／伊福部 昭（羽毛田

耕士） 

 

春日井ウインドオーケストラ 指揮：桐田正章 課：II 

交響詩｢ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら｣／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

葛飾吹奏楽団 指揮：林 紀人 課：III 

バレエ音楽｢ガイーヌ｣より 序奏、アイシェの目覚めと踊り、収

穫祭／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

松陽高校OB吹奏楽団「緑」 指揮：永井 哲 課：II 



ルーマニア狂詩曲 第１番／G.エネスコ（石川喬雄） 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：Ⅰ 

ア・ウォータイム・スケッチブック／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

大牟田奏友会 指揮：川口春生 課：II 

バレエ音楽｢中国の不思議な役人｣／B.バルトーク（上埜 孝） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：

II 

夢の花････、幻の花････／飯島俊成 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：II 

バレエ音楽｢白鳥の湖｣より／P.I.チャイコフスキー（淀 彰） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：荒井富雄 課：II 

｢スター・ウォーズ｣３部作より／J.ウィリアムズ（D.ハンスバー

ガー） 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：西尾正則 課：III 

交響曲第２番｢鐘｣より／A.ハチャトゥリアン（鈴木英史） 

 

六角橋吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：II 

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） 

 

札幌市民交響吹奏楽団 指揮：坂井 繁 課：Ⅰ 

歌劇｢運命の力｣序曲／G.ヴェルディ（淀 彰） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：II 

バレエ音楽｢ダフニスとクロエ｣第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（佐藤正人） 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：Ⅰ 

舞踏組曲／B.バルトーク（仲田 守） 

 

 

１９９９年 
第４７回全日本吹奏楽コンクール 

会場：郡山市民文化センター、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「マーチ・グリーン・フォレスト」／内藤淳一 

Ⅱ：「レイディアント・マーチ」／今井 聡 

Ⅲ：行進曲「エンブレムズ」／正門研一 

Ⅳ：行進曲「Ｋ点を越えて」／髙橋伸哉 

 

中学校の部 

 

香芝市立香芝東中学校 指揮：本村公玄 課：IV 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

海田町立海田中学校 指揮：古土井正巳 課：Ⅰ 

バレエ音楽「せむしの仔馬」より／R.シチェドリン（近藤久敦） 

 

旭川市立北門中学校 指揮：泉 修 課：Ⅰ 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より Ⅳ.戦争とナポレオンの敗北、Ⅵ.

皇帝と廷臣たちの入場／Z.コダーイ（G.C.ベイナム） 

 

志免町立志免東中学校 指揮：白土直也 課：IV 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.H.ヒル 

 

太田市立城東中学校 指揮：矢野和弘 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（佐藤正人） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：須藤卓眞 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（須藤卓眞） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：Ⅰ 

３つの交響的素描「海」より Ⅲ．風と海との対話／C.ドビュッ

シー（八田泰一） 

 

松本市立筑摩野中学校 指揮：妹尾圭子 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（佐藤正人） 

 

湯沢市立湯沢北中学校 指揮：大野多加志 課：Ⅰ 

付随音楽｢ロメオとジュリエット」より ロメオとジュリエット、死

と和解／D.カバレスフキー（鈴木英史） 

 

足立区立第十一中学校 指揮：玉井長武 課：IV 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

福光町立吉江中学校 指揮：山田 誠 課：IV 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：IV 

マ・メール・ロア／M.ラヴェル（淀 彰） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：青木直樹 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より Ⅰ．チルチェンセス、Ⅲ．十月祭、Ⅳ．

主顕祭／O.レスピーギ（仲田 守） 

 

宮崎市立宮崎中学校 指揮：末吉正生 課：IV 

ハンガリー狂詩曲 第２番／F.リスト（石川喬雄） 

 

松山市立椿中学校 指揮：河野伸明 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（永澤 讓） 

 

日向市立財光寺中学校 指揮：椛山達己 課：Ⅰ 

ルーマニア狂詩曲 第１番／G.エネスコ（石川喬雄） 

 

三浦市立初声中学校 指揮：河上朋子 課：IV 

「オセロ」より 第１、３、４楽章／A.リード 

 

根上町立根上中学校 指揮：田中一宏 課：Ⅰ 

ツィゴイネルワイゼン／Ｐ.ｄ.サラサーテ（後藤 洋） 

 

横浜市立万騎が原中学校 指揮：原口正一 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（R.ブートリー） 

 

飯能市立飯能西中学校 指揮：落合 誠 課：Ⅰ 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

平田市立平田中学校 指揮：古川慎治 課：II 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W.H.ヒル 

 

飯能市立加治中学校 指揮：中川徳夫 課：II 

組曲「動物の謝肉祭」より 序奏とライオンの行進、カンガルー、

水族館、化石、終曲／C.サン＝サーンス（後藤 洋） 

 

山形市立第三中学校 指揮：小川由紀 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ⅱ．ロマンティック

インタリュード Ⅲ．ハッピーエンディング／M.アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：IV 

「舞踏組曲」より 第２・５・終曲／B.バルトーク（上埜 孝） 

 

松山市立南中学校 指揮：柿並陽子 課：Ⅰ 

「カルミナ・ブラーナ」より Ⅱ．Ⅴ．／C.オルフ（J.クランス） 

 

武蔵村山市立第四中学校 指揮：古川 諭 課：II 

管楽器と打楽器のための交響曲（黙示録による幻想）／D.R.

ギリングハム 

 

島田市立島田第二中学校 指揮：池谷和彦 課：II 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：梅田隆司 課：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（梅

田隆司） 

 

札幌市立啓明中学校 指揮：鈴木逸郎 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ガイーヌ」より アイシェの目覚めと踊り、バラの娘

たちの踊り、レスギンカ／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 



 

高等学校の部 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より／O.レスピーギ（仲田 守） 

 

高知県立岡豊高等学校 指揮：秋津 守 課：II 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

北海道旭川商業高等学校 指揮：佐藤 淳 課：Ⅰ 

「スペイン狂詩曲」より Ⅱ．マラゲーニャ、Ⅳ．祭／M.ラヴェル

（森田一浩） 

 

長崎県立長崎東高等学校 指揮：瀬戸口仁志 課：IV 

イースト・コーストの風景／N.ヘス 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：II 

交響詩｢ローマの噴水」より／O.レスピーギ（磯崎敦博） 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：水口俊彦 課：Ⅰ 

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） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：IV 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／M.ラヴェル（中

村俊哉） 

 

出雲北陵高等学校 指揮：片寄哲夫 課：II 

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） 

 

横浜創英短期大学女子高等学校 指揮：常光誠治 課：IV 

歌劇「トスカ」より／G.プッチーニ（鈴木英史） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（林 紀人） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：Ⅰ 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／R.グリエール（林 紀人） 

 

福岡工業大学附属高等学校 指揮：屋比久 勲 課：IV 

元禄／櫛田胅之扶 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校２（BOCD-７６４７）に収録 

 

玉川学園高等部 指揮：長谷部 啓 課：Ⅰ 

交響詩「ベトナムの回顧」／D.R.ギリングハム 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

トッカータとフーガ ニ短調／J.S.バッハ（森田一浩） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：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（仲

田 守） 

 

栃木県立今市高等学校 指揮：荻町 修 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：IV 

シャカタ～歌によって世界は生まれた～／D.ウィルソン 

 

狭山ヶ丘高等学校 指揮：佐々木隆信 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／M.アーノルド（瀬

尾宗利） 

 

北海道大麻高等学校 指揮：西井雅司 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／G.プッチーニ（木村𠮷宏） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：IV 

交響的絵画「クレムリン」より I.民衆の祭典 Ⅳ.入場と王子の

戴冠／A.グラズノフ（小長谷宗一） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：II 

管弦楽のための舞踏詩｢ラ・ヴァルス」／M.ラヴェル（天野正

道） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け～全員の

踊り／M.ラヴェル（立田浩介） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：藤林二三夫 課：Ⅰ 

管楽器と打楽器のための交響曲「黙示録による幻想」／D.R.

ギリングハム 

 

福岡県立城南高等学校 指揮：西嶋克豊 課：IV 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／R.グリエール（仲田 守） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：吉市幹雄 課：IV 

交響曲第５番より 第４楽章／D.ショスタコーヴィチ（C.ライタ

ー） 

 

作新学院高等部 指揮：三橋英之 課：Ⅰ 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：桐田正章 課：IV 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より II.ウィーンの音楽時計、IV.戦争

とナポレオンの敗北、VI.皇帝と廷臣たちの入場／Z.コダーイ

（G.C.ベイナム） 

 

愛媛県立松山南高等学校 指揮：大力友子 課：Ⅰ 

バレエ組曲「シルヴィア」より／L.ドリーブ（建部知弘） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：林 紀人 

課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（林 紀人） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：II 

エル・サロン・メヒコ／A.コープランド（M.ハインズレー） 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：II 

「お気に召すまま」より／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

埼玉大学吹奏楽部 指揮：近藤久敦 課：III 

管楽器と打楽器のための交響曲「黙示録による幻想」／D.R.

ギリングハム 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：II 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：髙倉正巳 課：IV 

カプリチオ ブリランテ／M.グリンカ（髙倉正巳） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：尾木恒雄 課：IV 

「モスクワのチェリョムーシカ」より I.モスクワを疾走 II.ワル

ツ III.ダンス／D.ショスタコーヴィチ（佐藤正人） 

 

亜細亜大学吹奏楽団 指揮：小倉啓介 課：IV 

バレエ音楽「くるみ割り人形」より 情景、冬の松林、終曲、アポ

テオーズ／P.I.チャイコフスキー（小倉啓介） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：上高裕希 課：IV 

組曲「馬あぶ」より 祝日、ワルツ、情景、終曲／D.ショスタコー

ヴィチ（上高裕希） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：三野泰弘 課：IV 

「ベルファゴール」序曲／O.レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：安芸文彦 課：Ⅰ 

伝説のアイルランド／R.W.スミス 

 

東北学院大学シンフォニックウインドアンサンブル 指揮：淀 彰 

課：IV 

交響詩「ローマの噴水」より／O.レスピーギ（淀 彰） 

 



職場の部 

 

新日本製鐵㈱大分製鐵所吹奏楽団 指揮：斉藤哲哉 課：IV 

バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より／O.レスピーギ（木村𠮷

宏） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：III 

バレエ音楽「ジゼル」より／A.アダン（小長谷宗一） 

 

東京ガス吹奏楽団 指揮：神足勝英 課：IV 

歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲／O.ニコライ（D.ゴト

フリー） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：鈴木竹男 課：Ⅰ 

組曲第３番「劇的風景」より マクベス、終幕の情景／J.マスネ

（向井輝夫） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：神 正樹 課：IV 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：渡部謙一 課：IV 

「アルプスの少女」抜粋／田村文生 

 

ＮＴＴ東北ウィンドアンサンブル 指揮：薄木 伸 課：IV 

ルーマニア民族舞曲／B.バルトーク（山本教生） 

 

日立金属安来工場吹奏楽部 指揮：中林祥憲 課：Ⅰ 

「プスタ」～４つのジプシー舞曲～より／J.ヴァンデルロースト 

 

一般の部 

 

富山ミナミ吹奏楽団 指揮：牧野 誠 課：III 

海の男達の歌／R.W.スミス 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：Ⅰ 

交響曲第１番より 第４楽章／S.ラフマニノフ（築地 隆） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：IV 

吹奏楽のための交響的印象 ｢海響｣／和田 薫 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

創価学会中部吹奏楽団 指揮：多戸幾久三 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より Ⅱ．チルチェンス、Ⅳ．主題祭／O.レ

スビーギ（角堀普救） 

 

葛飾吹奏楽団 指揮：林 紀人 課：IV 

喜歌劇「天国と地獄」序曲／J.オッフェンバック（林 紀人） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：II 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

愛媛交響吹奏楽団ウェーブ 指揮：藤澤一仁 課：Ⅰ 

「プスタ」～４つのジプシー舞曲～より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ／J.ヴァンデ

ルロースト 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：瀬尾宗利 課：IV 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より「メ

ジャー・バーバラ」／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

熊本ウインドオーケストラ 指揮：川瀬 誠 課：IV 

「スター・ウォーズ」３部作より／J.ウィリアムズ（D.ハンスバー

ガー） 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：Ⅰ 

バレエ音楽「クエスト」より／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：

II 

歌劇「トスカ」第３幕より／G.プッチーニ（飯島俊成） 

 

上磯吹奏楽団 指揮：高橋 徹 課：IV 

交響詩「ベトナムの回顧」／D.R.ギリングハム 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：II 

交響詩「ローマの祭」より／O.レスピーギ（佐藤正人） 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：中村睦郎 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」より Ⅲ．十月祭、Ⅳ．主顕祭／O.レスピー

ギ（佐藤正人） 

 

宮之城吹奏楽団 指揮：幸喜 隆 課：IV 

序曲「ピータールー」／M.アーノルド（近藤久敦） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：IV 

組曲「戦場にかける橋」より プレリュード（ザ・キャンプ）～エス

ケープ、クワイ河マーチ／M.アーノルド（木村𠮷宏） 

 

 

２０００年 
第４８回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、東京文化会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ「道祖神の詩」／福島弘和 

Ⅱ「をどり唄」／柏崎真一 

Ⅲ「胎動の時代－吹奏楽のために」／池辺晋一郎 

Ⅳ「吹奏楽の為の序曲」／坂田雅弘 

 

中学校の部 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：Ⅰ 

交響組曲｢寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（P.デュポン） 

 

宇都宮市立陽西中学校 指揮：星 弘敏 課：III 

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） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：杉澤嘉穂 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」より／O.レスピーギ（仲田 守） 

 

江戸川女子中学校 指揮：佐野直樹 課：III 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：Ⅰ 

「ミシシッピ組曲」より Ⅱ.ハックルベリー・フィン Ⅳ.マルディ・

グラ／F.グローフェ（森田一浩 瀬尾宗利） 

 

松本市立筑摩野中学校 指揮：妹尾圭子 課：Ⅰ 

喜びの島／C.ドビュッシー（真島俊夫） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田 実 課：Ⅰ 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

札幌市立宮の丘中学校 指揮：田島夏樹 課：II 

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より 夕べの祈り、パントマイム／

E.フンパーディンク（中原達彦） 

 

玉村町立玉村中学校 指揮：小川良介 課：Ⅰ 

「舞踏組曲」より Ⅳ.Ⅴ.終曲／B.バルトーク（山本教生） 

 

須恵町立須恵中学校 指揮：南 光俊 課：Ⅰ 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J.B.チャンス 

 

米沢市立第四中学校 指揮：加藤公一 課：II 

組曲「戦場にかける橋」／M.アーノルド（木村𠮷宏） 

 

中間市立中間東中学校 指揮：東 一郎 課：IV 

「夜想曲」より Ⅱ.祭り／C.ドビュッシー（建部知弘） 

 

福光町立吉江中学校 指揮：山田 誠 課：III 

ケルト・ラプソディー／ケルト民謡（建部知弘） 

 

ひたちなか市立田彦中学校 指揮：志田信彦 課：Ⅰ 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

大阪市立城陽中学校 指揮：梅田隆司 課：II 

交響詩「魔法使いの弟子」／P.デュカス（F.ウインターボトム） 

 

和歌山市立楠見中学校 指揮：西浦義文 課：Ⅰ 



「舞踏組曲」より Ⅰ.Ⅱ.終曲／B.バルトーク（西浦義文） 

 

秋田市立飯島中学校 指揮：木内 恒 課：Ⅰ 

交響曲第２番「鐘」より 第１楽章／A.ハチャトゥリアン（髙野豊

昭） 

 

飯能市立加治中学校 指揮：中川徳夫 課：III 

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） 

 

津山市立津山西中学校 指揮：稲生 健 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より II.ロマンティッ

ク・インタリュード III.ハッピー・エンディング／M.アーノルド

（瀬尾宗利） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

船橋市立海神中学校 指揮：高橋健一 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（佐藤正人） 

 

長岡市立東北中学校 指揮：菊地雅樹 課：IV 

「プラハのための音楽１９６８」より Ⅰ.Ⅳ.／K.フーサ 

 

松山市立南中学校 指揮：柿並陽子 課：Ⅰ 

交響組曲｢寄港地」より Ⅲ.ヴァレンシア／J.イベール（P.デュポ

ン） 

 

長野市立三陽中学校 指揮：遠藤義明 課：III 

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） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：平井 明 課：III 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より Ⅳ.戦争とナポレオンの敗北 Ⅵ.

皇帝と廷臣たちの入場／Z.コダーイ（G.バイナム） 

 

名古屋市立萩山中学校 指揮：楫野克彦 課：III 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より Ⅱ.ウィーンの音楽時計 Ⅳ.戦争

とナポレオンの敗北 Ⅵ.皇帝と廷臣たちの入場／Z.コダーイ

（G.バイナム） 

 

広島市立安西中学校 指揮：香畠 譲 課：II 

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） 

 

旭川市立北門中学校 指揮：泉 修 課：II 

クレデンティウム／J.ヴァン＝デル＝ロースト 

 

宮崎市立宮崎中学校 指揮：末吉正生 課：IV 

「管弦楽のための映像」より イベリア／C.ドビュッシー（淀 彰） 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：神田賢二 課：IV 

交響詩「ローマの噴水」より／O.レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

高等学校の部 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：IV 

歌劇「魔弾の射手」序曲／C.ウェーバー（淀 彰） 

 

北海道大麻高等学校 指揮：西井雅司 課：III 

歌劇「マノン・レスコー」より／G.プッチーニ（木村𠮷宏） 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：Ⅰ 

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） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

「スペイン狂詩曲」より Ⅳ.祭り／M.ラヴェル（立田浩介） 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：II 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より「メ

ジャー･バーバラ」／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：III 

交響詩「英雄の生涯」／R.シュトラウス（小野川昭博） 

 

埼玉県立所沢高等学校 指揮：高見沢 努 課：Ⅰ 

｢無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番二短調」より シャコ

ンヌ／J.S.バッハ（高見沢努） 

 

宮城県仙台向山高等学校 指揮：水口俊彦 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（佐藤正人） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：土合勝彦 課：IV 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より「メ

ジャー･バーバラ」／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：III 

「夜のガスパール」より スカルボ／M.ラヴェル（天野正道） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：III 

交響詩「ドン･ファン」／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：新妻 寛 課：III 

「スペイン狂詩曲」より Ⅰ.夜への前奏曲 Ⅳ.祭り／M.ラヴェ

ル（八田泰一 仲田 守） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

出雲北陵高等学校 指揮：片寄哲夫 課：II 

エルサレム讃歌／A.リード 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：Ⅰ 

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） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：III 

管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」／M.ラヴェル（天野正

道） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

交響詩「ドン･ファン」／R.シュトラウス（本図智夫） 

 

就実高等学校 指揮：熱田昭夫 課：III 

組曲「キャンディード」／L.バーンスタイン（C.グランドマン） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：Ⅰ 

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） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より ワルツの再開、プレリュード、ロマ

ネスカ、コーダ／A.グラズノフ（鈴木英史） 

 

福岡県立城南高等学校 指揮：西嶋克豊 課：III 

ディオニソスの祭／F.シュミット 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より 夕べの祈り、パントマイム／

E.フンパーディンク（中原達彦） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：III 

交響詩「ドン･ファン」／R.シュトラウス（M.ハインズレー） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：III 

「この地球を神と崇める」より Ⅱ.破壊の悲劇 Ⅲ.終章／K.フ

ーサ 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：髙野豊昭 課：III 

「交響三章」より第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

東海大学付属翔洋高等学校 指揮：榊原 達 課：III 

世の終わりへの行進／V.ネリベル 

 

愛媛県立松山中央高等学校 指揮：藤原大征 課：IV 

組曲「ヴァレンシアの寡婦」より／A.ハチャトゥリアン（仲田 守） 

 

福岡第一高等学校 指揮：清水万敬 課：III 

バレエ組曲「赤い花」より／R.グリエール（仲田 守） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」より／O.レスピーギ（磯崎敦博） 

 



大学の部 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：尾木恒雄 課：Ⅰ 

「イースト・コーストの風景」より Ⅱ.キャッツキルス Ⅲ.ニュー

ヨーク／N.ヘス 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：大西道一 課：III 

リチャード３世／W.ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

組曲「惑星」より 木星／G.ホルスト（建部知弘） 

 

流通経済大学吹奏楽部 指揮：喜多原和人 課：IV 

交響詩「スパルタカス」／J.ヴァン＝デル＝ロースト 

 

川崎医療福祉大学ハートフルウインズ 指揮：岩田俊哉 課：Ⅰ 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／R.グリエール（仲田 守） 

 

創価大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：IV 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ⅲ.ハッピー・エン

ディング／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（天野正

道） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：尾崎慎太郎 課：Ⅰ 

「カルミナ・ブラーナ」より／C.オルフ（J.クランス） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽部 指揮：松代晃明 課：III 

バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り／M.de ファリャ（仲

田 守） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：Ⅰ 

「優雅で感傷的なワルツ」より／M.ラヴェル（沖 公智） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（上埜 

孝） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：瀬尾宗利 課：IV 

交響曲第２番より 第１・第４楽章／M.アーノルド（瀬尾宗利） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

職場の部 

 

ＮＴＴ西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：Ⅰ 

ア・ウォータイム・スケッチブック／W.ウォルトン（木村 宏） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：IV 

チャルダッシュ／V.モンティ（石川喬雄） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：河原哲也 課：III 

波の穂／長生 淳 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：川元義秀 課：III 

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） 

 

東京ガス吹奏楽団 指揮：神足勝英 課：III 

バレエ音楽「コッペリア」より／L.ドリーブ（淀 彰） 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：II 

「カルミナ・ブラーナ」より １、２、８、９／C.オルフ（J.クランス） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：III 

管弦楽組曲「シルクロード」より Ⅰ.綺想的前奏曲／團 伊玖磨

（稲垣征夫） 

 

松下電工吹奏楽団 指揮：大野 隆 課：Ⅰ 

オールド・マタドール／D.ボブロヴィッツ 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：渡辺 明 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：小田原朝雄 課：II 

「カルメン」より ロマの踊り／G.ビゼー（A.リード） 

 

一般の部 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：III 

ゴッドスピード／S.メリロ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：Ⅰ 

アンティフォナーレ／V.ネリベル 

 

創価学会山梨吹奏楽団 指揮：吉田孝司 課：III 

「スペイン狂詩曲」より Ⅱ.マラゲーニャ Ⅳ.祭り／M.ラヴェル

（八田泰一） 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：淀 彰 課：III 

バレエ音楽「眠れる森の美女」より／P.チャイコフスキー（淀 

彰） 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：IV 

交響曲第２番より 第１・第４楽章／M.アーノルド（瀬尾宗利） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

大牟田奏友会 指揮：山本 聡 課：Ⅰ 

交響組曲「寄港地」より Ⅱ.チュニス～ネフタ Ⅲ.ヴァレンシア

／J.イベール（Ｐ.デュポン） 

 

ソールリジェール吹奏楽団 指揮：瀬尾宗利 課：III 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ⅲ.ハッピー・エン

ディング／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：II 

交響組曲第２番より／天野正道 

 

北見吹奏楽団 指揮：太田 究 課：Ⅰ 

バレエ組曲「ロメオとジュリエット」より／S.プロコフィエフ（林 

紀人） 

 

宮之城吹奏楽団 指揮：幸喜 隆 課：III 

海の男達の歌／R.スミス 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：Ⅰ 

映画音楽「ハムレット」より／W.ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：IV 

交響的断章「時の逝く」／伊藤康英 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：III 

映画音楽「来たるべき世界」より／A.ブリス（木村𠮷宏） 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：II 

バレエ音楽｢ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（林 紀人） 

 

富山ミナミ吹奏楽団 指揮：牧野 誠 課：Ⅰ 

交響組曲第３番より／天野正道 

 

 

２００１年 
第４９回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、アクトシティ浜松 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：式典のための行進曲「栄光をたたえて」 小編成／内藤淳一 

Ⅱ：「平和への行列」 小編成／戸田 顕 

Ⅲ：「あの丘をこえて」  大編成／星谷 丈生 

Ⅳ：行進曲「ＳＬが行く」 小編成／若杉 海一 

 

中学校の部 

 

飯能市立加治中学校 指揮：中川徳夫 課：II 

バレエ音楽「くるみ割り人形」より お菓子の王国～チョコレート、

アラビアの踊り、トレパーク、コーダ／チャイコフスキー（中川徳

夫） 



 

大阪市立城陽中学校 指揮：梅田隆司 課：III 

組曲「惑星」より 木星／ホルスト（建部知弘） 

 

宇都宮市立陽西中学校 指揮：星 弘敏 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（佐藤正人） 

 

旭川市立北門中学校 指揮：泉 修 課：IV 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描「メジャ

ー・バーバラ」／ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

桑名市立正和中学校 指揮：伊藤宏樹 課：Ⅰ 

「斑鳩の空」より 夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空／櫛田

胅之扶 

 

志免町立志免東中学校 指揮：白土直也 課：Ⅰ 

祈りとトッカータ／バーンズ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

平田市立平田中学校 指揮：古川慎治 課：Ⅰ 

スターズ・アトランピック’９６ I. 出会い II. 哀歓 III. 祝祭／

三善 晃 

 

米沢市立第四中学校 指揮：加藤公一 課：Ⅰ 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：Ⅰ 

トッカータとフーガ 二短調／J.S.バッハ（渡辺秀之） 

 

原町市立原町第一中学校 指揮：三浦邦彦 課：II 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー（八

田泰一） 

 

草加市立川柳中学校 指揮：浅井加奈子 課：IV 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

松山市立椿中学校 指揮：河野伸明 課：Ⅰ 

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション／レハール（鈴木英史） 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（林 紀人） 

 

根上町立根上中学校 指揮：田中一宏 課：IV 

組曲「グランド・キャニオン」より／グローフェ（後藤 洋、淀 彰） 

 

水戸市立双葉台中学校 指揮：岡田宏之 課：III 

交響詩「ローマの噴水」より／O.レスピーギ（紫園鐘久） 

 

和歌山市立明和中学校 指揮：北田勝已 課：III 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

津山市立津山西中学校 指揮：稲生 健 課：Ⅰ 

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション／レハール（鈴木英史） 

 

福光町立吉江中学校 指揮：山田 誠 課：II 

リバーダンス／ウィーラン（C.Strommen） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

鹿児島市立吉野中学校 指揮：江口博人 課：III 

ケルト・ラプソディー／ケルト民謡（建部知弘） 

 

狭山市立東中学校 指揮：渡辺芳徳 課：II 

バレエ音楽「白鳥の湖」より マズルカ、小さな白鳥達の踊り、情

景／チャイコフスキー（佐々木幹尚） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

名古屋市立萩山中学校 指揮：楫野克彦 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（仲田 守） 

 

七飯町立七飯中学校 指揮：高久健一 課：Ⅰ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（森田一

浩） 

 

ひたちなか市立大島中学校 指揮：大津 誠 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（佐藤正人） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：Ⅰ 

組曲「動物の謝肉祭」より 序曲と獅子王の行進曲、メンドリと

オンドリ、水族館、化石、終曲／サン=サーンス（後藤 洋） 

 

松山市立南中学校 指揮：柿並陽子 課：Ⅰ 

ハンガリー狂詩曲 第２番／リスト（淀 彰） 

 

海田町立海田中学校 指揮：古土井正巳 課：III 

管弦楽のための「ジョージ・バーナード・ショウ」的素描より「メ

ジャー・バーバラ」／ウォルトン（瀬尾宗利） 

 

須恵町立須恵中学校 指揮：南 光俊 課：Ⅰ 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

長野市立柳町中学校 指揮：山岸 浩 課：Ⅰ 

歌劇「トスカ」より テ・デウム／プッチーニ（鈴木英史） 

 

高等学校の部 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：屋比久 勲 課：Ⅰ 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／ボロディン（淀 彰） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：佐川 馨 課：II 

エクスピエイション（贖罪）／天野正道 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：II 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス

（M.Hindsley） 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（佐藤正人） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス

（M.Hindsley） 

 

兵庫県立明石南高等学校 指揮：不二真人 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、パントマ

イム、全員の踊り／ラヴェル（佐藤正人） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：Ⅰ 

喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲／オッフェンバック（鈴木英史） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：渋川誠人 課：Ⅰ 

歌劇「フェドラ」より／ジョルダーノ（鈴木英史） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：桐田正章 課：II 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（本図智夫） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（森田一

浩） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：Ⅰ 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／メリロ 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：高橋貞道 課：III 

歌劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス

（M.Hindsley） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：清水 毅 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（木村𠮷宏） 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：齋藤 淳 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（齋藤 淳） 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：森脇治夫 課：IV 



春になって王達が戦いに出るに及んで…／ホルジンガー 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（森田一

浩） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：III 

アルプスの詩／チェザリーニ 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：III 

アルプスの詩／チェザリーニ 

 

江戸川女子高等学校 指揮：佐野直樹 課：Ⅰ 

歌劇「トスカ」第３幕より／プッチーニ（飯島俊成） 

 

都築学園 福岡第一高等学校 指揮：清水万敬 課：Ⅰ 

「ファウストの劫罰」より／ベルリオーズ（仲田 守） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：IV 

「アルプス交響曲」より 日の出、エレジー、嵐の前の静けさ、雷

雨と嵐・下山、夜／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：Ⅰ 

「スペイン狂詩曲」より Ⅰ.夜への前奏曲 Ⅳ.祭り／M.ラヴェル

（森田一浩） 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／レス

ピーギ（磯崎敦博） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：II 

組曲「クープランの墓」より／ラヴェル（天野正道） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：Ⅰ 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／メリロ 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：III 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（R.Earles、

F.Fennell） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：Ⅰ 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

東海大学付属翔洋高等学校 指揮：榊原 達 課：II 

米国コロンバイン高校 銃乱射事件を題材にした「神が愛なら、

どうしてこんな悲劇が起こるのか？」／ギリングハム 

 

香川県立観音寺第一高等学校 指揮：松繁哲朗 課：Ⅰ 

３つの交響的素描「海」より 風と海との対話／ドビュッシー（藤

田玄播） 

 

大学の部 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：Ⅰ 

交響曲第５番「ハイドリオタフィア」／オルウィン（瀬尾宗利） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：洲 暁 課：III 

舞踏組曲 第２・３・４楽章／小倉 朗（末永隆一） 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：秋山武司 課：Ⅰ 

伝説のアイルランド／スミス 

 

東北学院大学シンフォニックウインドアンサンブル 指揮：淀 彰 

課：Ⅰ 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／ボロディン（淀 彰） 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：III 

組曲「馬あぶ」より／ショスタコーヴィチ（木村𠮷宏） 

 

関西大学応援団吹奏楽部 指揮：西村正行 課：Ⅰ 

バレエ音楽「四季」より 秋／グラズノフ（渡辺秀之） 

 

愛知学泉大学オーケストラ吹奏楽研究会 指揮： 見光三 課：

III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（佐藤正

人） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：II 

…そしてどこにも山の姿はない／シュワントナー 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：柿本晃佑 課：Ⅰ 

「オセロ」より I. 前奏曲 III. オセロとデスデモーナ IV. 廷臣

たちの入場／リード 

 

創価大学パイオニア吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：Ⅰ 

交響曲第５番より 第３・４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：齊藤角博 課：III 

地の精のバラード／レスピーギ（（木村𠮷宏） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：IV 

「舞踏組曲」より IV. III. 終曲／バルトーク（上埜 孝） 

 

職場の部 

 

NEC玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：IV 

百済伝説による交響組曲「神門物語」より 氷上郷の山々と祭

り、百済王一族を守る戦い、おさらば～平和への賛歌／真島俊

夫 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：IV 

ブラスオーケストラのための「行列幻想」より／團 伊玖磨（時

松敏康） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：II 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／ヒル 

 

ソニー吹奏楽団 指揮：川本統脩 課：IV 

「エニグマ変奏曲」より／エルガー（E.Slocum） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：秦 和夫 課：Ⅰ 

地上の冒険／ウィリアムズ（亀井光太郎） 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：大島清之 課：Ⅰ 

「ア・ウォータイム・スケッチブック」より／ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：臼井 隆 課：Ⅰ 

斑鳩の空／櫛田胅之扶 

 

新日鐵名古屋吹奏楽団 指揮：平田惣一 課：III 

交響曲第２番 第３楽章「フィナーレ」／バーンズ 

 

沖電気高崎吹奏楽団 指揮：小田原朝雄 課：II 

コンヴァージェンツ／チェザリーニ 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

「カルミナ・ブラーナ」より 第３部 愛の誘い ３、７、１０、１１、１

２、１３／オルフ（J.Krance） 

 

一般の部 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：IV 

交響組曲「GR」より シンフォニックセレクション／天野正道 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

富山ミナミ吹奏楽団 指揮：牧野 誠 課：IV 

交響組曲第７番「BR」より／天野正道 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：III 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（鈴木英史） 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：II 

バレエ音楽「青銅の騎士」より 元老院前広場にて、広場での踊

り、踊りの情景、偉大なる都市への讃歌／グリエール（仲田 

守） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：II 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：III 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 



北見交響吹奏楽団 指揮：江頭義人 課：II 

歌劇「パリアッチ」より プロローグ／レオンカヴァッロ（松田弘

喜） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：Ⅰ 

交響曲第５番 第２楽章「嵐のように…」／マーラー（飯島俊成） 

 

MKU吹奏楽団 指揮：金田康孝 課：III 

バレエ音楽「ジゼル」より／アダン（小長谷宗一） 

 

宮之城吹奏楽団 指揮：幸喜 隆 課：III 

絵のない絵本／樽屋雅徳 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：Ⅰ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（築地 隆） 

 

東京正人吹奏楽団 指揮：鈴木正人 課：Ⅰ 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：Ⅰ 

バレエ組曲「ボルト」より 序曲～コゼルコフの踊りと彼の友人

たち～終曲の踊りと大団円／ショスタコーヴィチ（木村𠮷宏） 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：III 

「ウエイト・オブ・ザ・ワールド」より リメンバリング・ザ・フューチ

ャー／メリロ 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：III 

交響組曲第２番「GR」より／天野正道 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：III 

放射と瞑想 パート１ パート２／天野正道 

 

 

２００２年 
第５０回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、大阪国際会議場 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「吹奏楽のためのラメント」 大編成／高 昌帥 

Ⅱ：「追想～ある遠い日の～」 小編成／岡田 宏 

Ⅲ：「ミニシンフォニー 変ホ長調」 小編成／原 博 

Ⅳ：「吹奏楽のためのラプソディア」 大編成／足立 正 

 

中学校の部 

 

小高町立小高中学校 指揮：北野英樹 課：I 

交響組曲「寄港地」より II. チュニス～ネフタ III. ヴァレンシ

ア／Ｊ.イベール（Ｐ.デュポン） 

 

津山市立津山西中学校 指揮：稲生 健 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より ワルツの再開 コーダ 第３幕へ

の間奏曲／A.グラズノフ（鈴木英史 ） 

 

松山市立雄新中学校 指揮：和田光教 課：I 

アルメニアンダンス・パート I／A.リード 

 

志免町立志免東中学校 指揮：白土直也 課：II 

「ペーガン・ダンス」より 第２楽章「神秘」 第３楽章「剣の達人」

／J.バーンズ 

 

横浜市立万騎が原中学校 指揮：原口正一 課：I 

交響詩｢ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（齋藤 淳 ） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：I 

「交響曲第１番」より SUN WIND 第３楽章「太陽」 第４楽章

「風」／P.スパーク 

 

北九州市立沼中学校 指揮：武田邦彦 課：I 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／O.

レスピーギ（磯崎敦博） 

 

桑名市立正和中学校 指揮：伊藤宏樹 課：I 

秋の平安京／櫛田胅之扶 

 

海田町立海田中学校 指揮：古土井正巳 課：II 

「フォスター・ギャラリー」より／M.グールド（建部知弘） 

 

札幌市立白石中学校 指揮：出口三春 課：IV 

バレエ組曲「ル・シッド」より／J.マスネ（渡部哲哉/吉市幹雄） 

 

菖蒲町立菖蒲中学校 指揮：神本直紀 課：I 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／S.メリロ 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：I 

「フォスター・ギャラリー」より／M.グールド（建部知弘） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：須藤卓眞 課：II 

リバーダンス／B.ウィーラン（G.Buitenhuis） 

 

根上町立根上中学校 指揮：田中一宏 課：IV 

「利家とまつ」～加賀百万石物語～ オリジナル・サウンドトラッ

クによる吹奏楽のための交響組曲より／渡辺俊幸（後藤 洋） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

秋田市立秋田南中学校 指揮：佐々木勉 課：IV 

ルーマニア民族舞曲／B.バルトーク（後藤 洋） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：IV 

グローバル・ヴァリエーション／Ｎ.ヘス 

 

敷島町立敷島中学校 指揮：大島雅彦 課：I 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／S.メリロ 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：I 

交響詩「ドン・ファン」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

飯能市立美杉台中学校 指揮：磯 政徳 課：III 

ケルト・ラプソディー／ケルト民謡（建部知弘） 

 

松本市立鎌田中学校 指揮：妹尾圭子 課：III 

歌劇「トスカ」第３幕 より／G.プッチーニ（飯島俊成） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田 実 課：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（瀬

尾宗利） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より II.ロマンティッ

ク・インタリュード III.ハッピー・エンディング／M.アーノルド

（瀬尾宗利） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：IV 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 友情の踊り、アイシェの踊り、収穫

祭／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

秋田市立飯島中学校 指揮：木内 恒 課：IV 

バレエ音楽「青銅の騎士」より 導入部 元老院前広場にて 踊り

の情景 偉大なる都市への讃歌／R.グリエール（林 紀人） 

 

伊丹市立天王寺川中学校 指揮：永澤 讓 課：IV 

交響詩「英雄の生涯」／R.シュトラウス（片岡大蔵） 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：吉田淳一 課：IV 

楽劇｢サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

松山市立椿中学校 指揮：河野伸明 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／P.I.チャイコフスキー（保科 洋） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

須恵町立須恵中学校 指揮：南 光俊 課：II 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／Ｗ.Ｈ.ヒル 

 

名古屋市立萩山中学校 指揮：楫野克彦 課：I 

バレエ音楽「赤いけしの花」より クーリーの勝利の踊り ワルツ 

ロシア水兵の踊り／R.グリエール（仲田 守） 

 

高等学校の部 



 

修道高等学校 指揮：大咲司朗 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M.ラヴェル（森田一浩） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：I 

「スペイン狂詩曲」より I. 夜への前奏曲 IV. 祭り／M.ラヴェ

ル（小野川昭博） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：屋比久 勲 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」より 情景 終曲／P.I.チャイコフスキー

（林 紀人） 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M.ラヴェル（八田泰一） 

 

八王子高等学校 指揮：高瀬新一郎 課：I 

交響詩「ローマの祭」より／O.レスピーギ（藤井一男） 

 

東海大学付属翔洋高等学校 指揮：榊原 達 課：I 

ギリシア神話 美しい海の妖精を想う「醜い一つ目巨人」の悲恋

を題材とした「ポリフェーモ」／A.V.カステルス 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：高橋貞道 課：I 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者 ／S.メリロ 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：IV 

ガランタ舞曲／Z.コダーイ（森田一浩） 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：鍛治伸也 課：II 

「アルメニアンダンス・パート II」より ロリの歌／A.リード  

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：II 

「ミス・サイゴン」より 序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこ

のとき／Ｃ.M.シェーンベルグ（宍倉 晃） 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：I 

ディオニソスの祭／F.シュミット 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

東海大学第四高等学校 指揮：井田重芳 課：I 

「交響曲第２番」より 第１楽章 第４楽章／M.アーノルド（中原

達彦） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：桐田正章 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M.ラヴェル（小久保大輔） 

 

宮城県利府高等学校 指揮：児玉英誉 課：I 

放射と瞑想／天野正道 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：I 

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.ウィリアムズ 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：I 

管弦楽のための協奏曲／三善 晃（根本直人） 

 

狭山ヶ丘高等学校 指揮：佐々木隆信 課：I 

「交響曲第２番」より 第１楽章 第４楽章／M.アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

北海道札幌白石高等学校  指揮：渋川誠人 課：I 

歌劇「ウェルテル」より／J.マスネ（鈴木英史 ） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

交響詩「ドン・ファン」／Ｒ.シュトラウス（森田一浩） 

 

秋田県立新屋高等学校 指揮：佐川 馨 課：I 

組曲「クープランの墓」より／M.ラヴェル（天野正道） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：I 

バレエ音楽「三角帽子」より 序奏 アフタヌーン 終幕の踊り／

M.de ファリャ（仲田 守） 

 

秋草学園高等学校 指揮：三田村 健 課：II 

「アルプス交響曲」より 日の出 頂上にて 雷雨と嵐 下山 夜／

R.シュトラウス（三井英健） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：II 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M.ラヴェル（本図智夫） 

 

兵庫県立明石北高等学校 指揮：竹谷将幸 課：I 

交響詩「ローマの祭」より IV.主顕祭／O.レスピーギ（佐藤正

人） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：I 

春になって王達が戦いに出るに及んで…／D.R.ホルジンガー 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／S.メリロ 

 

香川県立丸亀高等学校 指揮：村山英一 課：I 

バレエ音楽「くるみ割り人形」第２幕より／P.I チャイコフスキー

（村山英一） 

 

福岡県立城南高等学校 指揮：西嶋克豊 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（仲田 

守） 

 

明誠学院高等学校 指揮：佐藤堯史 課：I 

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） 

 

大学の部 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：III 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：髙倉正巳 課：I 

シンフォニックバンドのためのパッサカリア／兼田 敏 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：福田博之 課：II 

バレエ組曲「赤いけしの花」より ワルツ、ロシア水兵の踊り／R.

グリエール（仲田 守） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：II 

交響詩「ローマの祭」より ／O.レスピーギ（仲田 守） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：I 

交響組曲第３番「GR」より／天野正道 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：佐々木保高 課：I 

「管弦楽のためのディヴェルティメント」より 第１楽章 第２楽

章 第５楽章 第８楽章／L.バーンスタイン（C.グランドマン） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽部 指揮：松代晃明 課：III 

吹奏楽のための抒情的「祭」／伊藤康英 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：平倉正章 課：I 

歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」より 間奏曲 ／D.ショス

タコーヴィチ（鈴木英史） 

 

東北学院大学シンフォニックウインドアンサンブル 指揮：淀 彰 

課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（淀 彰） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（小澤俊

朗） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：I 

三角の山／酒井 格 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：III 

ウィンド・アンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より III.

夢でみた島 IV.褐色の大地／小長谷宗一 

 

職場の部 

 

JR東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

ウナ・オベルテューラ・エスパニョール・ファルサ「エル・ジャルダ

ン・デ・ロス・レクエルドス」／天野正道 

 

日立大みか吹奏楽団 指揮：萩原 健 課：I 

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） 

 



ＮＴＴ東日本東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：IV 

交響組曲第３番「ＧＲ」より／天野正道 

 

髙橋水産吹奏楽団 指揮：大島清之 課：II 

バレエ音楽「ライモンダ」より／A.グラズノフ（林 紀人） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：河原哲也 課：I 

「翠風の光」II, IV より／長生 淳 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：I 

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より／Z.コダーイ（G.バイナム） 

 

高松市役所吹奏楽団 指揮：臼井 隆 課：I 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／A.ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：I 

交響的印象「教会のステンドグラス」より 大天使聖ミカエル／

O.レスピーギ（藤田玄播） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：秦 和夫 課：III 

悪魔の踊り／J.ヘルメスベルガー（亀井光太郎） 

 

一般の部 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV.祭り／M.ラヴェル（森田一浩） 

 

諫早吹奏楽団 指揮：松澤 洋 課：I 

歌劇「トスカ」より／G.プッチーニ（鈴木英史） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：I 

この河は生命を湛える～四万十逍遙 源流から河口へ～／飯

島俊成 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：I 

交響組曲第７番「ＢＲ」より／天野正道 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：I 

ローザのための楽章／M.キャンプハウス 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：I 

「おほなゐ」～１９９５.１.１７阪神淡路大震災へのオマージュ～ 

第１楽章「瓦解」 第３楽章「復興そして祈り」／天野正道 

 

小松市民吹奏楽団 指揮：広瀬真樹 課：I 

「ミシシッピ組曲」より II. ハックルベリーフィン IV. マルデ

ィ・グラ／F.グローフェ（森田一浩、瀬尾宗利） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：御法川雄矢 

課：I 

交響詩「ローマの祭」より IV. 主顕祭／O.レスピーギ（森田一

浩） 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：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（真

島俊夫） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：I 

大唐西域記より 第１章 「玄奘」／阿部勇一 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：中村睦郎 課：IV 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より I. ロンドン・プレ

リュード II. ロマンティック・インタリュード III. ハッピー・エン

ディング／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：I 

プラトンの洞窟からの脱出／S.メリロ 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：I 

バレエ組曲「赤いけしの花」より／R.グリエール（仲田 守） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：I 

アルプスの詩／F.チェザリーニ 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：I 

歌劇「トスカ」 第３幕より ／G.プッチーニ（飯島俊成） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：II 

「おほなゐ」～１９９５.１.１７阪神淡路大震災へのオマージュ～ 

第１楽章「瓦解」 第３楽章「復興そして祈り」／天野正道 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

 

２００３年 
第５１回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：宇都宮市文化会館,普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「ウィナーズ－吹奏楽のための行進曲」 大編成／諏訪雅彦 

Ⅱ：「イギリス民謡による行進曲」 大編成／高橋宏樹 

Ⅲ：行進曲「虹色の風」 小編成／松尾善雄 

Ⅳ：マーチ「ベスト・フレンド」 小編成／松浦伸吾 

Ⅴ：マーチ「列車で行こう」 大編成／川村昌樹 

 

中学校の部 

 

小高町立小高中学校 指揮：北野英樹 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M.ラヴェル（須藤研太） 

 

北九州市立沼中学校 指揮：武田邦彦 課：I 

「GR」より シンフォニック・セレクション／天野正道 

 

鯖江市鯖江中学校 指揮：佐々木和史 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より パントマイム、全

員の踊り／M.ラヴェル（仲田 守） 

 

飯能市立美杉台中学校 指揮：磯﨑政徳 課：II 

ロッシーニの主題による組曲「ソワレ・ミュージカル」より I. マ

ーチ II. カンツォネッタ III. チロル風舞曲 V. タランテラ／

B.ブリテン（C.ブラウン） 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：I 

「アルプス交響曲」より 日の出、頂上にて、雷雨と嵐・下山、夜

／R.シュトラウス（八田泰一・木田恵介） 

 

津山市立北陵中学校 指揮：稲生 健 課：IV 

喜歌劇「小鳥売り」より／C.ツェラー（鈴木英史） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：IV 

交響曲第５番より 第２・４楽章／M.アーノルド（瀬尾宗利） 

 

志免町立志免東中学校 指揮：白土直也 課：IV 

交響詩「スパルタクス」／J.ヴァン＝デル＝ロースト 

 

横浜市立樽町中学校 指揮：水上英士 課：IV 

ウィズ ハート アンド ヴォイス／D.ギリングハム 

 

千曲市立屋代中学校 指揮：山岸 浩 課：IV 

歌劇「トスカ」第３幕より／G.プッチーニ（飯島俊成） 

 

松山市立椿中学校 指揮：高岡英二 課：II 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／C.ドビュッ

シー（石村新吾） 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：III 

喜歌劇「小鳥売り」より／C.ツェラー（鈴木英史） 

 

米沢市立第四中学校 指揮：加藤公一 課：IV 

リバーダンス／Ｂ.ウィーラン（C.ストロメン） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

大阪市立市岡中学校 指揮：南 由賀 課：III 

交響詩「ローマの祭」より Ⅰ. チルチェンセス Ⅲ. 十月祭 Ⅳ. 

主顕祭／O.レスピーギ（森田一浩） 

 

久喜市立久喜東中学校 指揮： 里達哉 課：III 

歌劇「トスカ」第３幕より ／G.プッチーニ（飯島俊成） 

 

松本市立鎌田中学校 指揮：妹尾圭子 課：III 

「マ・メール・ロワ」より 眠りの森の美女のパヴァーヌ パゴダの



女王レドロネット 妖精の園／M.ラヴェル（森田一浩） 

 

鹿児島市立吉野中学校 指揮：美座賢治 課：III 

リバーダンス／B.ウィーラン（Ｃ.ストロメン） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：IV 

「スペイン狂詩曲｣より Ⅱ. マラゲーニャ Ⅳ. 祭り／M.ラヴェ

ル（八田泰一） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より Ⅰ. チルチェンセス Ⅳ. 主顕祭／O.

レスピーギ（仲田 守） 

 

海田町立海田中学校 指揮：古土井正巳 課：IV 

三つのジャポニスム Ⅰ. 鶴が舞う Ⅱ. 雪の川 Ⅲ. 祭り／真

島俊夫 

 

松山市立雄新中学校 指揮：和田光教 課：I 

瞑と舞／池上 敏 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田 実 課：I 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／S.メリロ 

 

根上町立根上中学校 指揮：田中一宏 課：II 

バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー／P.チャイコフスキ

ー（後藤 洋） 

 

松戸市立第四中学校 指揮：上村二三子 課：IV 

春になって王達が戦いに出るに及んで…／D. ホルジンガ－ 

 

札幌市立あやめ野中学校 指揮：長田栄二 課：III 

バレエ音楽「エジプト舞曲」より  I. II. IV.／A.ルイジーニ

（L.Laurendeau） 

 

松本市立筑摩野中学校 指揮：杉山厚志 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／G.プッチーニ（真島俊夫） 

 

越谷市立千間台中学校 指揮：田中秀和 課：III 

交響曲第１番「指輪物語」より 第１楽章 魔法使いガンダルフ／

J.デ＝メイ 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：I 

「エト イン テラ パクス」～そして 大地に 平和を～／J.ヴァン

＝デル＝ロースト 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉井長武 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢 II. 戦

いの踊り IV. 狂宴の踊り／O.レスピーギ（小長谷宗一） 

 

高等学校の部 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：IV 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／C.ドビュッ

シー（上埜 孝） 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：I 

歌劇「ミニヨン」序曲／A.トマ（宇根岡俊二） 

 

銚子市立銚子高等学校 指揮：佐藤 博 課：I 

青い水平線 II. リヴァイアサン アゲインスト クラーケン III. 

ブルー ホエール／F.チェザリーニ 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：IV 

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.ウィリアムズ（S.ネスティコ） 

 

長野県長野高等学校 指揮：松井深之 課：IV 

歌劇「トスカ」第３幕より／G.プッチーニ（飯島俊成） 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：鍜治伸也 課：IV 

「翠風の光」より I. III. IV.／長生 淳 

 

横浜創英高等学校 指揮：常光誠治 課：IV 

バレエ音楽「青銅の騎士」より 元老院前広場にて、広場での踊

り、踊りの情景、偉大なる都市への讃歌／R.グリエール（仲田 

守） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

ダンス・ムーブメント／P.スパーク 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：渋川誠人 課：III 

「ミス・サイゴン」より／C.M.シェーンベルグ（Ｊ.デ＝メイ） 

 

福島県立平商業高等学校 指揮：橋本葉司 課：I 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

長野県松本美須々ヶ丘高等学校 指揮：山岸 明 課：IV 

「アルプス交響曲」より 日の出、嵐の前の静けさ、雷雨と嵐、下

山、夜／R.シュトラウス（山岸 明） 

 

徳島県立徳島商業高等学校 指揮：福崎由美 課：IV 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／S.メリロ 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：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（仲

田 守） 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より イントロダクション、夜明け、

全員の踊り／M.ラヴェル（立田浩介） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

東海大学付属相模高等学校 指揮：定岡利典 課：I 

アルプスの詩／F.チェザリーニ 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：屋比久 勲 課：III 

トッカータとフーガ ニ短調／J.S.バッハ（E.ライデン） 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：齋藤 淳 課：IV 

交響詩「ローマの噴水」／O.レスピーギ（齋藤 淳） 

 

都築学園福岡第一高等学校 指揮：清水万敬 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：II 

青い水平線／F.チェザリーニ 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：I 

管弦楽のための協奏曲／三善 晃（根本直人） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：桐田正章 課：I 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／C.ドビュッ

シー（小久保大輔） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

管弦楽のための交響詩「連?富士」／三善 晃（根本直人） 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（畠田貴

生） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

北海道大麻高等学校 指揮：西井雅司 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G.プッチーニ（木村𠮷宏） 

 

修道高等学校 指揮：大咲司朗 課：IV 

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） 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：I 

ハリソンの夢／P.グラハム 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：IV 

エクスピエイション／天野正道 

 

愛媛県立松山中央高等学校 指揮：岸 洋一郎 課：II 

幻想交響曲 第５楽章「サバトの夜の夢」より／H.ベルリオーズ

（淀 彰） 

 

大学の部 

 



神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：Ⅰ 

かわいい女～Ａ.チェーホフの同名小説による～／田村文生 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：竹森正二 課：I 

映画音楽「馬あぶ」より／D.ショスタコーヴィチ（木村𠮷宏） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：Ⅰ 

交響組曲第３番「ＧＲ」より １・２・４楽章／天野正道 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：IV 

歌劇「いやいやながらの王様」より スラヴの踊り ポーランド

の祭り／E.シャブリエ（沖 公智） 

 

創価大学パイオニア吹奏楽団 指揮：磯貝富治男 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け 全員の踊

り／Ｍ．ラヴェル（佐藤正人） 

 

埼玉大学吹奏楽部 指揮：小峰章裕 課：IV 

バレエ音楽「スウィーニー・トッド」セレクション／M.アーノルド

（小峰章裕） 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：III 

大阪のわらべうたによる狂詩曲／大栗 裕（木村𠮷宏） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：新井田 悠 課：Ⅰ 

喜歌劇「モスクワのチェリョム－シカ」より／D.ショスタコーヴ

ィチ（鈴木英史） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

森の贈り物／酒井 格 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：小塚 類 

課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B.バルトーク（築地 

隆） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：八木真也 課：IV 

ウィズ ハート アンド ヴォイス／D.ギリングハム 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：IV 

シンフォニック・バンドのための幻想曲「山の物語」／小長谷宗

一 

 

職場の部 

 

ソニー吹奏楽団 指揮：川本統脩 課：III 

「天地創造」より ノアの方舟、メイン・テーマ／黛 敏郎（K.フォ

イットコム） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：神 正樹 課：III 

スラヴォニックダンス／E.デル＝ボルゴ 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：秦 和夫 課：III 

バレエ音楽｢ラ・バヤデール」より アダージョ パ・ド・ドゥ～フィ

ナーレ／L.ミンクス（亀井光太郎） 

 

NEC玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：IV 

ミュージカル「ラ・マンチャの男」より 我こそはドン・キホーテ、

ドルシネア姫、アルドンサ、誘拐、ワルツ、見果てぬ夢／M.リー

（杉本幸一） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：河原哲也 課：Ⅰ 

「楓葉の舞」より／長生 淳 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

新日本製鐵株式会社大分製鐵所吹奏楽団 指揮：斉藤哲哉 

課：IV 

おほなゐ～１９９５.１.１７阪神淡路大震災へのオマージュ～より

／天野正道 

 

山形市役所吹奏楽団 指揮：佐藤裕司 課：II 

プレリュード、シシリアーノとロンド／M.アーノルド（J.P.ペイン

ター） 

 

一般の部 

 

Ｊ.Ｓ.Ｂ.吹奏楽団 指揮：東 久照 課：Ⅰ 

交響組曲第２番「GR」より／天野正道 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

エクスピエイション／天野正道 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：IV 

バレエ音楽「青銅の騎士」より 叙情的情景第弐（逢瀬）、円舞曲、

嵐、終曲／R.グリエール（仲田 守） 

 

百萬石ウインドオーケストラ 指揮：安嶋俊晴 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より Ⅲ．十月祭 Ⅳ．主顕祭／O.レスピー

ギ（仲田 守） 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：IV 

放射と瞑想／天野正道 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：

III 

大阪のわらべうたによる狂詩曲／大栗 裕（木村𠮷宏） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：II 

砂塵～Toward Embrace, for peace Ⅰ～／飯島俊成 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：IV 

ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・シャンジュ・コム・ル・カレイ

ドスコープ／天野正道 

 

東海市吹奏楽団 指揮：佐野裕哉 課：IV 

「GR」より シンフォニック・セレクション／天野正道 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：III 

写楽／髙橋伸哉 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：Ⅰ 

ハリソンの夢／P.グラハム 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：中村睦郎 課：Ⅰ 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、

剣の舞、収穫祭／Ａ．ハチャトゥリアン（中村睦郎） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：II 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より プレリュード／P.マス

カーニ（木村𠮷宏） 

 

関城吹奏楽団 指揮：豊田晃生 課：IV 

アルプスの詩／Ｆ．チェザリーニ 

 

大牟田奏友会 指揮：小塚 類 課：II 

交響曲第１番「指輪物語」より／J.デ＝メイ 

 

米沢吹奏楽愛好会 指揮：淀 彰 課：IV 

歌劇「ラ・ボエーム」ファンタジア／Ｇ．プッチーニ（淀 彰） 

 

 

２００４年 
第５２回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、東京文化会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：吹奏楽のための「風之舞」 小編成／福田洋介 

Ⅱ：「エアーズ」 小編成／田嶋 勉 

Ⅲ：「祈りの旅」 大編成／北爪道夫 

Ⅳ：「鳥たちの神話」 大編成／藤井 修 

Ⅴ：「サード」 大編成／田渕浩二 

 

中学校の部 

 

いわき市立錦中学校 指揮：浅尾剛弘 課：I 

道化師の朝の歌／M. ラヴェル（仲田 守） 

 

川口市立北中学校 指揮：平澤佳都子 課：III 

ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲 我が心の夢 サイゴン



陥落 今がこのとき／C. M. シェーンベルグ（宍倉 晃） 

 

大阪市立市岡中学校 指揮：南 由賀 課：III 

呪文と踊り／J. B. チャンス 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：吉村一彦 課：II 

歌劇「トスカ」第３幕より／G. プッチーニ（飯島俊成） 

 

岩国市立平田中学校 指揮：進藤健一 課：III 

「マ・メール・ロワ」より／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

伊丹市立天王寺川中学校 指揮：椋尾 豊 課：I 

ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲 我が心の夢 サイゴン

陥落 今がこのとき／C. M. シェーンベルグ（宍倉 晃） 

 

岡山市立高松中学校 指揮：土師孝法 課：III 

交響詩「ローマの祭」より／O. レスピーギ（仲田 守） 

 

久喜市立久喜中学校 指揮：齋藤靖利 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（木村𠮷宏） 

 

辰口町立辰口中学校 指揮：大嶋 直樹 課：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

（瀬尾宗利） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：南 裕一 課：I 

ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス／D. ギリングハム 

 

姶良町立重富中学校 指揮：坂下武巳 課：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

（瀬尾宗利） 

 

岡崎市立竜海中学校 指揮：太田智宏 課：III 

バレエ音楽「赤いけしの花」より クーリーの勝利の踊り ワルツ 

ロシア水兵の踊り／R. グリエール（仲田 守） 

 

小高町立小高中学校 指揮：北野英樹 課：III 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R. 

シュトラウス（齋藤 淳） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

松山市立勝山中学校 指揮：升岡英子 課：I 

交響組曲「シェエラザード」より 第２楽章 カランダール王子の

物語／N. リムスキー＝コルサコフ（M. ハインズレー） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：I 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

柏市立柏中学校 指揮：田嶋 勉 課：II 

「シンフォニア・タプカーラ」より 第１楽章／伊福部昭（松木敏

晃） 

 

須恵町立須恵中学校 指揮：南 光俊 課：III 

トッカータとフーガ ニ短調／J. S. バッハ（石川 學） 

 

鈴鹿市立千代崎中学校 指揮：中山かほり 課：IV 

ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲 我が心の夢 サイゴン

陥落 今がこのとき／C. M. シェーンベルグ（宍倉 晃） 

 

鯖江市鯖江 

学校 指揮：佐々木和史 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（M. 

ハインズレー） 

 

横浜市立万騎が原中学校 指揮：原口正一 課：IV 

ハリソンの夢／P. グラハム 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：III 

交響詩「ドン・ファン」／R. シュトラウス（森田一浩） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

松山市立南中学校 指揮：柿並陽子 課：I 

喜びの島／C. ドビュッシー（真島俊夫） 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：I 

交響詩「英雄の生涯」より／R. シュトラウス（齋藤 淳） 

 

志摩町立志摩中学校 指揮：水島麻恵 課：I 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／J. B. チャンス 

 

四日市市立内部中学校 指揮：西田 徹 課：II 

写楽／髙橋伸哉 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉井長武 課：IV 

「翠風の光」より I. III. IV.／長生 淳 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：I 

組曲「道化師」より I. プロローグ II. ギャロップ VII. リトル・

リリカル・シーン X. エピローグ／D. カバレフスキー（鈴木英

史） 

 

久喜市立久喜東中学校 指揮： 里達哉 課：IV 

バレエ音楽「エスタンシア」より II. 小麦の踊り IV. 終曲の踊

り／A. ヒナステラ（仲田 守） 
 

出雲市立第一中学校 指揮：原田 実 課：III 

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. ウィリアムズ（Ｓ．ネスティコ） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 中学校２（BOCD-７６４５）に収録 

 

高等学校の部 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：I 

交響詩「ドン・ファン」／R. シュトラウス（森田一浩） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（仲田 

守） 

 

神村学園高等部 指揮：久木田恵理子 課：IV 

アルプスの詩／F. チェザリーニ 

 

静岡県立浜松商業高等学校 指揮：田澤晴夫 課：III 

楓葉の舞／長生 淳 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：III 

ウィンド・ブリッツ／D. ブルジョア 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：III 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／O. 

レスピーギ（仲田 守） 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：I 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／O. 

レスピーギ（磯崎敦博） 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：鍜治伸也 課：III 

楓葉の舞／長生 淳 

 

就実高等学校 指揮：熱田昭夫 課：III 

マ・メール・ロワ／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：坂田雅弘 課：I 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／C. ドビュッ

シー（八田泰一） 

 

福島県立平商業高等学校 指揮：橋本葉司 課：III 

地の精のバラード／O. レスピーギ（高木登古） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：III 

ベルリン陥落／D. ショスタコーヴィチ（木村𠮷宏） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：I 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（本図智夫） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：高橋貞道 課：IV 

ミュージカル「ミス・サイゴン」より／C. M. シェーンベルグ（J. 

デ=メイ） 

 

天理高等学校 指揮：新子菊雄 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（小澤

俊朗） 

 

明誠学院高等学校 指揮：佐藤堯史 課：I 

喜歌劇「小鳥売り」セレクション／C. ツェラー（鈴木英史） 



 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：I 

森の贈り物／酒井 格 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（石津谷治法） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

「管弦楽のための協奏曲」より 終曲／B. バルトーク（森田一

浩） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 高等学校３（BOCD-７６４８）に収録 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：IV 

歌劇「蝶々夫人」より／G. プッチーニ（後藤 洋） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：I 

交響曲第３番／J. バーンズ 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：III 

歌劇「ルル」からの交響的小品／A. ベルク（天野正道） 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：I 

エルサレム讃歌／A. リード 

 

東京都立杉並高等学校 指揮：五十嵐 清 課：III 

「おほなゐ」～１９９５.１.１７阪神淡路大震災へのオマージュ～

／天野正道 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：III 

歌劇「はかなき人生」より 間奏曲と舞曲／M. de ファリャ（仲

田 守） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：I 

アフリカの儀式と歌、宗教的典礼／R. W. スミス 

 

北海道遠軽高等学校 指揮：今井成実 課：IV 

交響曲第２番「キリストの受難」より／F. フェラン 

 

長野県松本美須々ヶ丘高等学校 指揮：山岸 明 課：III 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：I 

「スペイン狂詩曲」より Ⅳ.祭り／M. ラヴェル（立田浩介） 

 

大学の部 

 

中央大学学友会文化連盟音楽研究会吹奏楽部 指揮：小塚 類 

課：I 

「交響曲第１番」より 第４楽章／S. ラフマニノフ（築地 隆） 

 

三重大学吹奏楽団 指揮：沖 公智 課：I 

交響組曲「春」より 第２楽章／C. ドビュッシー（沖 公智） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：IV 

「スイート・エキセントリック」より I. II. IV.／天野正道 

 

流通経済大学吹奏楽部 指揮：喜多原和人 課：II 

交響曲第２番「キリストの受難」／F. フェラン 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：IV 

シンフォニック・バンドのためのパッサカリア／兼田 敏 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：新井田 悠 課：I 

ジェリコ／B. アッペルモント 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：I 

交響曲第８番／M. アーノルド（瀬尾宗利） 

 

立命館大学応援団吹奏楽部 指揮：篠原康浩 課：II 

３つの交響的素描「海」より Ⅲ. 風と海との対話／C. ドビュッ

シー（淀 彰） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：III 

組曲「惑星」より 木星／G. ホルスト（建部知弘） 
※【CD】レジェンダリー《リターンズ》 大学・職場・一般２（BOCD-７６５０）に収録 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

七五三／酒井 格 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：渡部謙一 課：III 

南蛮回路／伊左治 直 

 

川崎医療福祉大学ハートフルウインズ 指揮：岩田俊哉 課：V 

エスカペイド／J. スパニョーラ 

 

職場の部 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：I 

ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」より 奇蹟の中の

奇蹟 ワルツ サンライズ・サンセット 人生に乾杯／J. ボック

（杉本幸一） 

 

NTT東日本東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：III 

交響組曲第２番「GR」より／天野正道 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

ポギーとベス／G. ガーシュイン（J. バーンズ） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：河原哲也 課：III 

蒼天の滴／長生 淳 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け 全員の踊

り／M. ラヴェル（真島俊夫） 

 

松下電工吹奏楽団 指揮：小野川英和 課：I 

セント・アンソニー・ヴァリエーション／W. ヒル 

 

山形市役所吹奏楽団 指揮：佐藤裕司 課：I 

「マ・メール・ロワ」より 眠りの森の美女のパヴァーヌ 美女と野

獣の対話 妖精の園／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：吉田昌弘 課：I 

ケルティック・ノッツ／G. リチャーズ 

 

一般の部 

 

松山市民吹奏楽団 指揮：山橋史仁 課：I 

ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲 我が心の夢 サイゴン

陥落 今がこのとき／C. M. シェーンベルグ（宍倉 晃） 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：III 

イントゥ・ジ・エアー！／T. マー 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：V 

「グラゴールミサ曲」より／L. ヤナーチェク（仲田 守） 

 

伊奈学園OB吹奏楽団 指揮：宇畑知樹 課：II 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：III 

ラザロの復活／樽屋雅徳 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：V 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（M. 

ハインズレー） 

 

大牟田奏友会 指揮：小塚 類 課：III 

「シンフォニア・ハンガリカ」より I. アッティラ！ III. イシュト

ヴァーン／J. ヴァン＝デル＝ロースト 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：廣比知徳 課：I 

「放射と瞑想」 パート１ パート２ より／天野正道 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：I 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：I 

４つの交響的印象「教会のステンドグラス」より／O. レスピー

ギ（藤田玄播） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：IV 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：I 



鳳凰～仁愛鳥譜／鈴木英史 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：III 

歌劇「トスカ」第３幕より／G. プッチーニ（飯島俊成） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：III 

ライフ・ヴァリエーションズ ～生命と愛の歌～／鈴木英史 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：中村睦郎 課：IV 

コリアン・ダンス／高 昌帥 

 

創価山梨リード吹奏楽団 指揮：吉田孝司 課：I 

ディオニソスの祭／F. シュミット 

 

 

２００５年 
第５３回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場センチュリーホール、大阪府立国際会

議場メインホール 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「パクス・ロマーナ」 大編成／松尾善雄 

Ⅱ：マーチ「春風」 大編成／南 俊明 

Ⅲ：「ストリート・パフォーマーズ・マーチ」 小編成／高橋宏樹 

Ⅳ：「サンライズマーチ」 小編成／佐藤俊介 

Ⅴ：「リベラメンテ 吹奏楽による」 大編成／出塚健博 

 

中学校の部 

 

久喜市立久喜中学校 指揮：齋藤靖利 課：II 

アルプスの詩／F. チェザリーニ 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：II 

ミュージカル「タンタン～太陽の神殿～」より／D. ブロッセ（J. 

デ＝メイ） 

 

山形市立第三中学校 指揮：小川由紀 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M. ラヴェル（曽根哲夫） 

 

鈴鹿市立千代崎中学校 指揮：中山かほり 課：II 

バレエ音楽「シンデレラ」より 序曲、舞踏会の翌朝、オリエンタ

ル、ワルツ～コーダ、真夜中／S. プロコフィエフ（大橋晃一） 

 

岡山市立高松中学校 指揮：土師孝法 課：II 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（M. 

ハインズレー） 

 

久喜市立久喜東中学校 指揮： 里達哉 課：III 

瑜伽行中観～吾妻鏡異聞～／天野正道 

 

津山市立北陵中学校 指揮：稲生 健 課：I 

喜歌劇「微笑みの国」セレクション／F. レハール（鈴木英史） 

 

松本市立鎌田中学校 指揮：妹尾圭子 課：II 

交響組曲「シェエラザード」より 第２曲 カランダール王子の物

語 第４曲 バグダッドの祭り、海、青銅の騎士の立つ岩での難

破、終曲／N. リムスキー＝コルサコフ（真島俊夫） 

 

松山市立椿中学校 指揮：高岡英二 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／M. アーノルド

（瀬尾宗利） 

 

湯沢市立湯沢北中学校 指揮：大沼由和 課：I 

「交響曲第３番」より 第１・３・４楽章／J. バーンズ 

 

習志野市立第五中学校 指揮：横平佳子 課：II 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／C. ドビュッ

シー（八田泰一） 

 

旭川市立永山南中学校 指揮：南 裕一 課：I 

交響的序曲／J. バーンズ 

 

能美市立辰口中学校 指揮：大嶋直樹 課：II 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

福岡市立次郎丸中学校 指揮：畑中洋介 課：II 

元禄／櫛田胅之扶 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：II 

喜歌劇「微笑みの国」セレクション／F. レハール（鈴木英史） 

 

東広島市立黒瀬中学校 指揮：出﨑資能 課：II 

「GR」より シンフォニック・セレクション／天野正道 

 

大阪市立市岡中学校 指揮：南 由賀 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（森田

一浩） 

 

横浜市立万騎が原中学校 指揮：原口正一 課：II 

「スペイン狂詩曲」より II. マラゲーニャ IV. 祭り／M. ラヴ

ェル（仲田 守） 

 

札幌市立あやめ野中学校 指揮：長田栄二 課：III 

サルスエラ「人騒がせな娘」より 前奏曲／R. チャピ（松代晃

明） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：I 

マゼランの未知なる大陸への挑戦／樽屋雅徳 

 

松山市立三津浜中学校 指揮：杉澤嘉穂 課：I 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／O. 

レスピーギ（仲田 守） 

 

松尾町立松尾中学校 指揮：田中淳一郎 課：II 

ハリソンの夢／P. グラハム 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：大島雅彦 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（石津谷治法） 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：吉田淳一 課：II 

トッカータとフーガ ニ短調／J. S. バッハ（E. ライゼン） 

 

国分市立国分中学校 指揮：内田 貢 課：II 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より Ｉ. ソロモンの夢 II. 戦

いの踊り III. 夜明けのベルキスの舞い IV. 狂宴の踊り／O. 

レスピーギ（小長谷宗一） 

 

一宮市立尾西第一中学校 指揮：岩井成人 課：IV 

映画音楽「馬あぶ」より／D. ショスタコーヴィチ（木村𠮷宏） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：細谷 直 課：II 

交響詩「ローマの祭」より III. 十月祭 IV. 主顕祭／O. レスピ

ーギ（佐藤正人・磯崎敦博） 

 

延岡市立東海中学校 指揮：椛山達己 課：II 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」／伊藤康英 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：II 

アルプスの詩／F. チェザリーニ 

 

高等学校の部 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：I 

「管弦楽のための協奏曲」より 第４・第５楽章／B. バルトーク

（森田一浩） 

 

鈴峯女子高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：III 

シンフォニエッタ～水都のスケッチ～／J. ヴァン＝デル＝ロー

スト 

 

北海道遠軽高等学校 指揮：今井成実 課：I 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R. 

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：高橋貞道 課：I 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：IV 

「シンフォニエッタ」より IV. V.／L.ヤナーチェク（石津谷治法） 



 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：I 

三つのジャポニスム I. 鶴が舞う II. 雪の川 III. 祭り／真島

俊夫 

 

長野県松本美須々ヶ丘高等学校 指揮：山岸 明 課：IV 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／M. アノールド（瀬尾宗

利） 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（仲田 

守） 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：植田 薫 課：III 

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. ウィリアムズ（S. ネスティコ） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：IV 

狂詩曲「ショパン・エチュード」／宍倉 晃 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：III 

ウインドオーケストラのためのムーヴメント II 「サバンナ」／石

原忠興 

 

大阪府立淀川工業高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：I 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／C. T. スミス 

 

洛南高等学校 指揮：宮本輝紀 課：I 

交響曲第１番「ギルガメッシュ」より 第２楽章 コンフロンテイシ

ョン／B. アッペルモント 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（M. 

ハインズレー） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：屋比久 勲 課：IV 

アルプスの詩／F. チェザリーニ 

 

兵庫県立明石南高等学校 指揮：谷口昌弘 課：II 

バレエ音楽「シンデレラ」より／S. プロコフィエフ（西山 潔） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

ディオニソスの祭／F. シュミット 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M. ラヴェル（佐藤正人） 

 

愛媛県立松山中央高等学校 指揮：橋本加代子 課：I 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R. 

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

パガニーニの主題による狂詩曲／S. ラフマニノフ（森田一浩） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：I 

「交響三章」より 第１・第３楽章／三善 晃（根本直人） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（小澤

俊朗） 

 

明誠学院高等学校 指揮：佐藤堯史 課：I 

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） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：I 

交響曲第１番／H. デュティーユ（天野正道） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：II 

喜歌劇「こうもり」セレクション／J. シュトラウス（鈴木英史） 

 

石川県立金沢桜丘高等学校 指揮：斉藤忠直 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（石津谷治法） 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／M. ラヴェル（中村俊哉） 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤

独、剣の舞、収穫祭／A. ハチャトゥリアン（中原達彦） 

 

大学の部 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：守屋英二 課：I 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：IV 

ハリソンの夢／P. グラハム 

 

浅井学園大学吹奏楽団 指揮：菅原克弘 課：III 

序曲「ピータールー」／M. アーノルド （近藤久敦） 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：I 

楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り／R. シュトラウス 

（M. ハインズレー） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：I 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／D. ショスタコーヴィチ 

（上埜 孝） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：平山貴博 課：II 

「シンフォニア・タプカーラ」より 第１楽章／伊福部 昭 （松木

敏晃） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：I 

残酷メアリー／田村文生 

 

川崎医療福祉大学ハートフルウインズ 指揮：岩田俊哉 課：II 

ブルー・シェイズ／F. ティケリ 

 

立命館大学応援団吹奏楽部 指揮：篠原康浩 課：I 

管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」／M. ラヴェル （天野正

道） 

 

玉川大学吹奏楽団 指揮：田中 旭 課：II 

交響曲第２番／F. ティケリ 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：前田佳美 課：II 

二つの交響的断章／V. ネリベル 

 

職場の部 

 

松下電工吹奏楽団 指揮：小野川英和 課：II 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より／伊藤康英 

 

JR東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：IV 

オリエント急行／P. スパーク 

 

NEC玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：II 

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」セレクション／F. ロウ （杉

本幸一） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：I 

交響詩「ローマの噴水」より／O. レスピーギ （木村𠮷宏） 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：吉田昌弘 課：III 

ペルシス／L. ホゼイ 

 

新日鐵名古屋吹奏楽団 指揮：木許 隆 課：II 

バレエ音楽「白鳥の湖」より 第３幕の情景、スペインの踊り、終

曲／P. I. チャイコフスキー （淀 彰） 

 

ＮＴＴ西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：II 

トリビュート・トゥ・カウント・ベイシー・オーケストラ／C. ベイシ

ー 他 （真島俊夫） 



 

ＮＴＴ東日本東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：I 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

一般の部 

 

祇園ウィンドアンサンブル 指揮：大咲司朗 課：V 

交響詩「ローマの松」より／O. レスピーギ （木村𠮷宏） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：V 

交響組曲「ガイア」より 地球の歴史に於ける全ての戦争犠牲者

に捧げる、地球誕生から文明創世まで／天野正道 

 

東京正人吹奏楽団 指揮：鈴木正人 課：I 

「幻想交響曲」より 第５楽章 サバトの夜の夢／H. ベルリオー

ズ （鈴木正人） 

 

川口市･アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

ストコフスキーの鐘／M. ドアティ 

 

Ｊ.Ｓ.Ｂ.吹奏楽団 指揮：東 久照 課：I 

交響組曲第１０番「BR II」より／天野正道 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：II 

ローザのための楽章／M. キャンプハウス 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：II 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／M. アーノルド 

（瀬尾宗利） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク （小澤

俊朗） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：I 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：I 

シダス／T. ドス 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

エクスピエイション～打楽器とウインドオーケストのために／天

野正道 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：I 

「交響曲第３番」より／J. バーンズ 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：安嶋俊晴 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク （仲田 

守） 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：V 

相授譚 ～相模原民話傅説「大猫ばやし」による～／長生 淳 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

枯木のある風景／飯島俊成 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：V 

マリアの七つの悲しみ／樽屋雅徳 

 

 

２００６年 
第５４回全日本吹奏楽コンクール 

会場：普門館、宇都宮市文化会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「架空の伝説のための前奏曲」 小編成／山内雅弘 

Ⅱ：「吹奏楽のための一章」 大編成／堀内俊男 

Ⅲ：「パルセイション」 大編成／木下牧子 

Ⅳ：「海へ･･･吹奏楽の為に」 小編成／三澤 慶 

Ⅴ：「風の密度」 大編成／金井 勇 

 

中学校の部 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／P. I. チャイコフスキー（保科 

洋） 

 

横浜市立万騎が原中学校 指揮：原口正一 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（石津谷治法） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：緒形まゆみ 課：III 

管弦楽のための「舞踏組曲」より 第２・第３・第４楽章／小倉 

朗（福田洋介） 

 

東広島市立黒瀬中学校 指揮：出崎資能 課：I 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

仙台市立八軒中学校 指揮：高田志穂 課：III 

パガニーニの主題による狂詩曲／S. ラフマニノフ（森田一浩） 

 

千曲市立屋代中学校 指揮：山岸 浩 課：I 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／M. アーノルド（瀬尾宗

利） 

 

沖縄市立美里中学校 指揮：比嘉伸夫 課：III 

モニュメント／R. W. スミス 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より 冒頭 砥石を回せ リューのアリア 

誰も寝てはならぬ フィナーレ／G. プッチーニ（渡辺秀之） 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：吉田淳一 課：III 

歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール／C. サン＝サーン

ス（高山直也 真島俊夫） 

 

津山市立北陵中学校 指揮：稲生 健 課：I 

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション／F. レハール（鈴木英

史） 

 

松山市立西中学校 指揮：竹田史郎 課：III 

バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り／M. ファリャ（仲田 

守） 

 

川口市立北中学校 指揮：平澤佳都子 課：III 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：須藤卓眞 課：III 

交響詩「ローマの祭」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭／O. 

レスピーギ（森田一浩） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：遠藤義明 課：III 

交響詩「魔法使いの弟子」／P. デュカス（磯崎敦博） 

 

霧島市立国分中学校 指揮：永野俊也 課：III 

青い水平線／F. チェザリーニ 

 

鯖江市鯖江中学校 指揮：佐々木和史 課：II 

組曲「仮面舞踏会」より／A. ハチャトゥリアン（仲田 守） 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：I 

バレエ音楽「シンデレラ」より 序曲 舞踏会の翌朝 オリエンタ

ル ワルツ～コーダ 真夜中／S. プロコフィエフ（大橋晃一） 

 

足立区立第十一中学校 指揮：宇野浩之 課：III 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ⅰ. ロンドンプレ

リュード Ⅱ. ロマンティックインタリュード Ⅲ. ハッピーエンデ

ィング／M. アーノルド（瀬尾宗利） 

 

南相馬市立小高中学校 指揮：北野英樹 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（木村𠮷宏 安藤一

雄） 

 

榛東村立榛東中学校 指揮：水出雅基 課：II 

地の精のバラード／O. レスピーギ（山本教生） 

 

鹿児島市立吉野中学校 指揮：美座賢治 課：I 

アルプスの詩／F. チェザリーニ 

 



旭川市立永山南中学校 指揮：森山直哉 課：I 

エル・サロン・メヒコ／A. コープランド（M. ハインズレー） 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：大島雅彦 課：I 

「スペイン奇想曲」より 第１・第４・第５楽章／N. リムスキー=コ

ルサコフ（高橋 徹） 

 

松山市立南中学校 指揮：柿並陽子 課：I 

「管弦楽のための協奏曲」より 第４楽章 中断された間奏曲 第

５楽章 終曲／B. バルトーク（森田一浩） 

 

鈴鹿市立千代崎中学校 指揮：中山かほり 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より 残酷な誓いがわしによこしまな掟

をまもることを 砥石を回せ 氷のような姫君の心も おいパ

ン！ おお神聖なる父君陛下よ／G. プッチーニ（大橋晃一） 

 

川崎市立東橘中学校 指揮： 橋祐司 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M. ラヴェル（八田泰一） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：原田 実 課：III 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／O. レスピーギ（小長

谷宗一） 

 

いわき市立錦中学校 指揮：佐川匡彦 課：I 

交響詩「ローマの祭」より IV. 主顕祭／O. レスピーギ（磯崎敦

博） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：II 

小組曲「子供の遊び」より／G. ビゼー（仲田 守） 

 

高等学校の部 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

バレエ音楽「くるみ割り人形」より 松林での情景 コーダ 王子

とこんぺい糖の精の踊り／P. I. チャイコフスキー（石津谷治

法） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：屋比久 勲 課：III 

エルフゲンの叫び／G. ローレンス 

 

長野県長野高等学校 指揮：松井深之 課：II 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

愛媛県立北条高等学校 指揮：石村新吾 課：III 

「三つのジャポニスム」 Ⅰ. 鶴が舞う Ⅱ. 雪の川 Ⅲ. 祭り／真

島俊夫 

 

兵庫県立明石南高等学校 指揮：谷口昌弘 課：III 

交響詩「ローマの祭」より IV. 主顕祭／O. レスピーギ（ 永陽

一） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：I 

科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：I 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／B. バルトーク（小野

川昭博） 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：I 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より Ⅰ. ロンドンプレ

リュード Ⅱ. ロマンティックインタリュード Ⅲ. ハッピーエンデ

ィング／M. アーノルド（瀬尾宗利） 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：I 

「管弦楽のための協奏曲」より 第５楽章 終曲／B. バルトーク

（仲田 守） 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲 友情の踊り アイシェの孤独 

剣の舞 収穫祭／A. ハチャトゥリアン（中原達彦） 

 

宮城県泉館山高等学校 指揮：細倉 博 課：III 

歌劇「トスカ」ファンタジア／G. プッチーニ（淀 彰） 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：I 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（小

澤俊朗） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（後藤 洋） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：III 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（天野正道） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：I 

交響詩「ローマの祭」より Ⅰ. チルチェンセス Ⅳ. 主顕祭／O. 

レスピーギ（仲田 守） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：I 

交響詩「ローマの噴水」より 朝のトリトーネの噴水 昼のトレヴ

ィの噴水 黄昏のメディチ荘の噴水／O. レスピーギ（本図智

夫） 

 

北海道遠軽高等学校 指揮：今井成実 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け 全員の踊

り／M. ラヴェル（佐藤正人） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：I 

ダンス・ムーブメント／P. スパーク 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／G. プッチーニ（後藤 洋） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：I 

喜歌劇「こうもり」セレクション／J. シュトラウス（鈴木英史） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：I 

交響詩「ローマの祭」より Ⅰ. チルチェンセス Ⅳ. 主顕祭／O. 

レスピーギ（森田一浩） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：高橋貞道 課：I 

交響詩「ローマの祭」より III. 十月祭 IV. 主顕祭／O. レスピ

ーギ（石村新吾 磯崎敦博） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：I 

交響詩「ローマの祭」より／O. レスピーギ（森田一浩） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：II 

喜歌劇「天国と地獄」序曲／J. オッフェンバック（鈴木英史） 

 

明誠学院高等学校 指揮：佐藤堯史 課：I 

喜歌劇「微笑みの国」セレクション／F. レハール（鈴木英史） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（小

澤俊朗） 

 

狭山ヶ丘高等学校 指揮：佐々木隆信 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け 全員の踊

り／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

都築学園福岡第一高等学校 指揮：山  毅 課：I 

「管弦楽のための協奏曲」より 第５楽章 終曲／B. バルトーク

（仲田 守） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：III 

「交響曲」より／矢代秋雄（根本直人） 

 

大学の部 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村健 課：V 

リコイル／J. シュワントナー 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：I 

交響曲第１番「指輪物語」より 第１楽章 魔法使いガンダルフ／

J. デ=メイ 

 

立命館大学応援団吹奏楽部 指揮：篠原康浩 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M. ラヴェル（森田一浩） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：倉橋慎二 課：I 

シンフォニエッタ～水都のスケッチ～ 第３楽章 河畔の夕暮れ 

第４楽章 未来に向かって／J. ヴァン=デル=ロースト 



 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：III 

残酷メアリー／田村文生 

 

山形大学吹奏楽団 指揮：吉田 僚 課：I 

アブサロン／B. アッペルモント 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：柴山洋輔 課：I 

喜歌劇「こうもり」セレクション／J. シュトラウス（鈴木英史） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

波の通り道／酒井 格 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

「交響曲第４番」より／M. アーノルド（瀬尾宗利） 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：I 

マゼランの未知なる大陸への挑戦／樽屋雅徳 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：V 

メディアの瞑想と復讐の踊り／S. バーバー（木村𠮷宏） 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：III 

「幻想交響曲」より／H. ベルリオーズ（R. M. ロジャース） 

 

職場の部 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：I 

交響詩「ローマの松」より／O. レスピーギ（G. M. デューカー） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：堺 武弥 課：III 

すべての答え／清水大輔 

 

NTT東日本東北ウィンドアンサンブル 指揮：中川祐二 課：IV 

吹奏楽のための「おてもやん」／「もぐら追い」／小山清茂 

 

日立製作所ソフトウェア事業部音楽隊 指揮：野上博幸 課：II 

ミュージカル「タンタン～太陽の神殿～」より／D. ブロッセ（J. 

デ＝メイ） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：飯守伸二 課：IV 

船渡御絵巻／杉浦邦弘 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／A. ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

六花亭管楽器アンサンブル 指揮：太田 究 課：IV 

エアロダイナミクス／D. R. ギリングハム 

 

NTT東日本東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：III 

吹奏楽のための交響的印象「海響」／和田 薫 

 

一般の部 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：V 

ウィンドオーケストラのためのディテュランボス／高 昌帥 

 

松陽高校OB吹奏楽団「緑」 指揮： 邉省至 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／P. I. チャイコフスキー（淀 彰） 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：V 

組曲「惑星」より 木星／G. ホルスト（建部知弘） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

鳳凰が舞う ～印象、京都 石庭 金閣寺～／真島俊夫 

 

J.S.B.吹奏楽団 指揮：東 久照 課：III 

「交響組曲第１番」より／天野正道 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：安嶋俊晴 課：III 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／M. ラヴェル（仲田 守） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：III 

ゴシック／木下牧子 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：V 

交響組曲「ガイア」 第２楽章 人類が地球環境に及ぼす影響を

考察する楽章。-文明の発展、戦争そして崩壊-／天野正道 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

「祝典のための音楽」 I. ファンファーレ II. 間奏曲 III. 舞曲

／M. グールド（天野正道） 

 

東京正人吹奏楽団 指揮：鈴木正人 課：I 

ウインド・ブリッツ／D. ブルジョア 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：中村睦郎 課：V 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より I. 衝動 II. 情緒 

IV. 陽光／高 昌帥 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：

III 

４つの交響的印象「教会のステンドグラス」より／O. レスピー

ギ（藤田玄播） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：I 

科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：III 

「ハリウッド組曲」より １. 撮影所-掃除人 ２. 代役（ワルツ） ５. 

上演ナンバー ６. ミュージカルスター 全員の踊り／F. グロー

フェ（仲田 守） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：I 

シダス／T. ドス 

 

BMSウインドアンサンブル 指揮：益田郁夫 課：V 

空中都市「マチュピチュ」-隠された太陽神殿の謎／八木澤教司 

 

 

２００７年 
第５５回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：普門館、長野県県民文化会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「ピッコロマーチ」 大編成／田嶋 勉 

Ⅱ：コンサートマーチ「光と風の通り道」 小編成／栗栖健一 

Ⅲ：「憧れの街」 大編成／南 俊明 

Ⅳ：マーチ「ブルースカイ」 小編成／高木登古 

Ⅴ：「ナジム・アラビー」 大編成／松尾善雄 

 

中学校の部 

 

津幡町立津幡中学校 指揮：吉田淳一 課：II 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／ボロディン（山里佐

和子） 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（森

田一浩） 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：IV 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 友情の踊り、剣の舞、アイシェの目

覚めと踊り、収穫祭／ハチャトゥリアン（中村睦郎） 

 

草加市立草加中学校 指揮：浅井加奈子 課：III 

青い水平線／チェザリーニ 

 

東広島市立黒瀬中学校 指揮：三宅裕子 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

名古屋市立新郊中学校 指揮：楫野克彦 課：II 

「マ・メール・ロワ」より 眠りの森の美女のパヴァーヌ、パゴダ

の女王レドロネット、美女と野獣の対話、妖精の園／ラヴェル

（森田一浩） 

 



徳島市城西中学校 指揮：大荒優子 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：須藤卓眞 課：III 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

南相馬市立小高中学校 指揮：北野英樹 課：II 

ハンガリー狂詩曲 第２番／リスト（石川喬雄） 

 

沖縄市立美里中学校 指揮：比嘉伸夫 課：IV 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：II 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

津山市立北陵中学校 指揮：稲生 健 課：IV 

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション／カールマン（鈴木英

史） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：III 

喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より I.モスクワを疾走 II.

ワルツ III.ポルカ IV.ギャロップ／ショスタコーヴィッチ（鈴木

英史） 

 

榛東村立榛東中学校 指揮：水出雅基 課：III 

狂詩曲「タラス・ブーリバ」より III.予言とタラス・ブーリバの死

／ヤナーチェク（山本教生） 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：大島雅彦 課：IV 

歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り／ボロディン（山里佐

和子） 

 

沖縄市立山内中学校 指揮：横田裕一 課：IV 

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション／レハール（鈴木英史） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：上村二三子 課：IV 

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） 

 

内灘町立内灘中学校 指揮：奥泉清人 課：III 

「三つのジャポニスム」 I.鶴が舞う II.雪の川 III.祭り／真島

俊夫 

 

足立区立第十一中学校 指揮：宇野浩之 課：I 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（G.M.デュカー） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：小西慶一 課：III 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：IV 

「マ・メール・ロワ」より おやゆび小僧、パゴダの女王レドロネッ

ト、妖精の園／ラヴェル（森田一浩） 

 

札幌市立あやめ野中学校 指揮：長田栄二 課：IV 

「スペイン組曲」より ヒタネリアス アンダルシア マラーゲーニ

ャ／レクオーナ（高木登古） 

 

松山市立椿中学校 指揮：高岡英二 課：II 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

富士宮市立富士宮第一中学校 指揮：杉山佳史 課：IV 

歌劇「ジャンニ・スキッキ」より／プッチーニ（杉山佳史） 

 

湯沢市立湯沢南中学校 指揮：藤川 洋 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

千曲市立屋代中学校 指揮：山岸 浩 課：I 

歌劇「フェドーラ」より／ジョルダーノ（鈴木英史） 

 

鹿児島市立吉野中学校 指揮：美座賢治 課：IV 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

習志野市立第五中学校 指揮：横平佳子 課：II 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

横浜創英中学高等学校 指揮：常光誠治 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（森田一浩） 

 

高等学校の部 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（立田浩介） 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：伏見宣秀 課：IV 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（根本直

人） 

 

三重県立白子高等学校 指揮：桐生智晃 課：I 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（鈴木英史） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

宇宙の音楽／スパーク 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：鍜治伸也 課：II 

千載万葉の雪／長生 淳 

 

船橋市立船橋高等学校 指揮：高橋健一 課：IV 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

歌劇「ばらの騎士」より／R.シュトラウス（J.Cober ・森田一

浩） 

 

北海道旭川商業高等学校 指揮：佐藤 淳 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より パントマイム、全

員の踊り／ラヴェル（佐藤 淳） 

 

鈴峯女子中・高等学校 指揮：宇根岡俊二 課：II 

交響詩「スパルタクス」／ヴァン＝デル＝ロースト 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：III 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：III 

レッドライン・タンゴ／マッキー 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：III 

３つの交響的素描「海」より III.風と海との対話／ドビュッシー

（上埜 孝） 

 

宮城県泉館山高等学校 指揮：細倉 博 課：IV 

鳳凰が舞う ～印象、京都 石庭 金閣寺～／真島俊夫 

 

広島国際学院高等学校 指揮：中島洋治 課：IV 

バレエ音楽「シンデレラ」より／プロコフィエフ（小長谷宗一） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：I 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：III 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：II 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（佐藤正

人） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：渋川誠人 課：IV 

交響曲第２番「キリストの受難」／フェラン 

 

福井県立武生東高等学校 指揮：尾鳥達彦 課：IV 



バレエ音楽「シンデレラ」より／プロコフィエフ（小長谷宗一） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：III 

管弦楽のための協奏曲／三善 晃（根本直人） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

愛媛県立北条高等学校 指揮：石村新吾 課：II 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

埼玉県立与野高等学校 指揮：坂田雅弘 課：II 

交響詩「ローマの祭」より III.十月祭 IV.主顕祭／レスピーギ

（佐藤正人） 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（畠田貴生） 

 

作新学院高等学校 指揮：三橋英之 課：III 

「三つのジャポニスム」 I.鶴が舞う II.雪の川 III.祭り／真島

俊夫 

 

大学の部 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：IV 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：宇藤雄矢 課：II 

「スターズ・アトランピック '９６」より I.出会い II.哀歓 III.祝

祭／三善 晃 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

また一緒／酒井 格 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：I 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」／レスピーギ（小長谷宗一） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：IV 

「プラハのための音楽 １９６８」より II.アリア Ⅳ.トッカータと

コラール／フーサ 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：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 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） 

 

埼玉大学吹奏楽部 指揮：小峰章裕 課：III 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より I. 祈り III. 祭り／

伊藤康英 

 

川崎医療福祉大学ハートフルウインズ 指揮：岩田俊哉 課：III 

レッドライン・タンゴ／マッキー 

 

創価大学パイオニア吹奏楽団 指揮：磯貝富治男 課：III 

ハリソンの夢／グラハム 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：三浦宏予 課：IV 

歌劇「フェドーラ」より／ジョルダーノ（鈴木英史） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：III 

華麗なる舞曲／スミス 

 

職場の部 

 

東芝府中吹奏楽団 指揮：上原 宏 課：IV 

宇宙の音楽／スパーク 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：III 

幸いの龍／長生 淳 

 

新日鐵室蘭吹奏楽団 指揮：松下謙二 課：IV 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

NTT東日本東北ウィンドアンサンブル 指揮：中川祐二 課：IV 

吹奏楽のための土俗的舞曲／和田 薫 

 

新日本製鐵株式会社大分製鐵所吹奏楽団 指揮：斉藤哲哉 

課：III 

「管弦楽のための協奏曲」より 第５楽章 終曲／バルトーク（森

田一浩） 

 

ＮＥＣ玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：IV 

「スラヴ舞曲 第２集」より 第９番、第１０番、第１５番／ドヴォル

ザーク（近藤久敦） 

 

阪急百貨店吹奏楽団 指揮：飯守伸二 課：I 

歌劇「オベロン」序曲／ウェーバー（飯守伸二） 

 

一般の部 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：IV 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：V 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（本図智夫） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

エクストリーム・メイクオーヴァー －チャイコフスキーの主題に

よる変容－／デ＝メイ 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：安嶋俊晴 課：III 

レッドライン・タンゴ／マッキー 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：IV 

「竹取物語」より／三善 晃（天野正道） 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：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 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：V 

「交響曲」より／矢代秋雄（根元直人） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：III 

左手のためのピアノ協奏曲／ラヴェル（天野正道） 

 

松陽高校OB吹奏楽団 ｢緑｣ 指揮： 邉省至 課：IV 

ハンガリー狂詩曲 第２番／リスト（石川喬雄） 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：III 

歌劇「ローエングリン」第３幕より／ワーグナー（仲田 守） 

 

リヴィエール吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：IV 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：V 

光は大宇に満ちて ～シンフォニックバンドのために～／田中 

賢 

 

出雲吹奏楽団 指揮：金本克康 課：V 

「ハリウッド組曲」より １．撮影所－掃除人 ２．代役（ワルツ） ５．

上演ナンバー ６．ミュージカルスター 全員の踊り／グローフェ

（仲田 守） 

 

春日井ウィンドオーケストラ 指揮：桐田正章 課：V 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（小久保大輔） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：III 

パンソリック・ラプソディ／高 昌帥 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：IV 

ファントム・ドゥ・ラムール／天野正道 

 

 

２００８年 



第５６回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：普門館、大阪国際会議場 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「ブライアンの休日」 大編成／内藤淳一 

Ⅱ：マーチ「晴天の風」 小編成／糸谷 良 

Ⅲ：「セリオーソ」 大編成／浦田健次郎 

Ⅳ：「天馬の道～吹奏楽のために」 大編成／片岡寛晶 

Ⅴ：「火の断章」 大編成／井澗昌樹 

 

中学校の部 

 

伊丹市立天王寺川中学校 指揮：椋尾 豊 課：IV 

「ウエストサイド・ストーリー」より／バーンスタイン（M.スウィー

ニー、I.ポルスター、C.グランドマン） 

 

川口市立芝東中学校 指揮：小林一夫 課：III 

吹奏楽のためのバーレスク／大栗 裕 

 

徳島市国府中学校 指揮：藤本澄代 課：IV 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（八田泰一） 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：澤矢康宏 課：III 

ハリソンの夢／グラハム 

 

習志野市立第五中学校 指揮：織戸弘和 課：I 

「スペイン狂詩曲」より／ラヴェル（仲田 守） 

 

札幌市立厚別北中学校 指揮：木田恵介 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭／レス

ピーギ（磯崎敦博） 

 

射水市立小杉中学校 指揮：竹内文恵 課：II 

プラトンの洞窟からの脱出／メリロ 

 

鈴鹿市立千代崎中学校 指揮：中山かほり 課：I 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ（大橋晃一） 

 

相馬市立向陽中学校 指揮：北野英樹 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（中山久

美子） 

 

佐賀市立成章中学校 指揮：杉町たまみ 課：I 

レッドライン・タンゴ／マッキー 

 

府中町立府中中学校 指揮：古土井正巳 課：III 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より I.ロンドンプレリュ

ード II.ロマンティックインタリュード III.ハッピーエンディン

グ／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：須藤卓眞 課：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 

 

湯沢市立湯沢南中学校 指揮：藤川 洋 課：III 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より I.ロンドンプレリュ

ード II.ロマンティックインタリュード III.ハッピーエンディン

グ／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

周南市立岐陽中学校 指揮：山本章子 課：II 

バレエ音楽「シンデレラ」より／プロコフィエフ（小長谷宗一・大

橋晃一） 

 

埼玉県立伊奈学園中学校 指揮：宇畑知樹 課：III 

バレエ音楽「四季」より 秋／グラズノフ（森田一浩） 

 

日進市立日進中学校 指揮：清野雅子 課：III 

管弦楽のための映像 ２.「イベリア」より／ドビュッシー（藤田玄

播） 

 

中間市立中間東中学校 指揮：掛橋賢議 課：II 

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション／レハール（鈴木英史） 

 

神戸市立本庄中学校 指揮：永田隆博 課：II 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：小西慶一 課：III 

「スペイン狂詩曲」より IV.祭り／ラヴェル（森田一浩） 

 

松山市立南中学校 指揮：高岡英二 課：II 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：上村二三子 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、

剣の舞、収穫祭／ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：IV 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

 秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：I 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

札幌市立北白石中学校 指揮：齋藤 樹 課：II 

「アルジェリア組曲」より／サン＝サーンス（小西龍也） 

 

飯能市立飯能第一中学校 指揮：落合 誠 課：IV 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

南砺市立福野中学校 指揮：大坪 建 課：I 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／ドビュッシ

ー（上埜 孝） 

 

長野市立柳町中学校 指揮：遠藤義明 課：III 

スペイン狂詩曲」より IV.祭り／ラヴェル（森田一浩） 

 

宇美町立宇美東中学校 指揮：南 光俊 課：III 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／チャンス 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：I 

「ジャズ組曲第２番」より マーチ、ワルツ II、ダンス I、フィナー

レ／ショスタコーヴィチ（デ＝メイ） 

 

高等学校の部 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：III 

管弦楽のための饗宴／黛 敏郎（天野正道） 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：IV 

組曲「惑星」より 木星／ホルスト（建部知弘） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

組曲「展覧会の絵」より／ムソルグスキー（石津谷治法） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：II 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：IV 

鳳凰が舞う ～印象、京都 石庭 金閣寺～／真島俊夫 

 

横浜創英中学・高等学校 指揮：常光誠治 課：I 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ（後藤 洋・常光誠治） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：III 

「翡翠」より I. 雨上がりに．．． II. 焔の如く輝き／マッキー 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：III 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／ラヴェル（仲田 守） 

 

北海道札幌白石高等学校 指揮：杉村光雄 課：IV 

「交響曲」より 第４楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：I 

ストコフスキーの鐘／ドアティ 

 

福岡県立嘉穂高等学校 指揮：伏見宣秀 課：II 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（築地 隆） 

 



富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：I 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ（J.ボ

クック） 

 

天理高等学校 指揮：吉田秀高 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（仲田 守） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：II 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

長野県長野高等学校 指揮：松井深之 課：III 

３つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話／ドビュッシ

ー（八田泰一） 

 

埼玉県立松伏高等学校 指揮：小川 慎 課：III 

「竹取物語」より／三善 晃（天野正道） 

 

八王子高等学校 指揮：高瀬新一郎 課：III 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（齋藤 淳） 

 

原田学園鹿児島情報高等学校 指揮：屋比久 勲 課：I 

交響曲第２番「オデッセイ」より／R.W.スミス 

 

宮城県泉館山高等学校 指揮：細倉 博 課：III 

交響組曲「寄港地」より III. ヴァレンシア／イベール（P.デュポ

ン） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：I 

フェスティバル・ヴァリエーション／C.T.スミス 

 

愛媛県立北条高等学校 指揮：石村新吾 課：II 

パンソリック・ラプソディ／高 昌帥 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：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 

 

金沢市立工業高等学校 指揮：幸正勤也 課：I 

左手のためのピアノ協奏曲／ラヴェル（天野正道） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／J.S.バッハ（森田一浩） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：II 

序曲「謝肉祭」／ドヴォルザーク（鈴木英史） 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：IV 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

大学の部 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：三浦宏予 課：III 

交響曲第２番「キリストの受難」／フェラン 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松 泰賢 課：V 

「優位な曲線」－ヴァシリー・カンディンスキーに寄せて／八木

澤教司 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

藍色の谷／酒井 格 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：III 

交響的断章／ネリベル 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：I 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（瀬尾宗利） 

 

愛知教育大学吹奏楽団 指揮：河田智仁 課：I 

喜びの島／ドビュッシー（真島俊夫） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：IV 

アンティフォナーレ／ネリベル 

 

城西国際大学学友会吹奏楽団 指揮：山口聖一 課：II 

トーチ・ダンス／バーンズ 

 

熊本大学体育会吹奏楽部 指揮：岡本憲昭 課：III 

交響組曲第７番「ＢＲ」より／天野正道 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：III 

歌劇「雪娘」より／リムスキー＝コルサコフ（木村𠮷宏） 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：V 

交響曲「ガイア」／オグレン 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：V 

シダス／ドス 

 

職場の部 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：II 

写楽／髙橋伸哉 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：V 

バレエ音楽「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（G.M.デューカ

ー） 

 

六花亭管楽器アンサンブル 指揮：太田 究 課：IV 

すべての答え／清水大輔 

 

阪急阪神百貨店吹奏楽団 指揮：井上 学 課：I 

「エグモント」序曲／ベートーヴェン（杉本幸一） 

 

ＪＲ東日本東北吹奏楽団 指揮：川村浩一 課：I 

万霊節／R.シュトラウス（A.O.デイヴィス） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：I 

シング・ウィズ・シンセリティー／長生 淳 

 

NTT東日本東京吹奏楽団 指揮：山田昌弘 課：V 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

NEC玉川吹奏楽団 指揮：稲垣征夫 課：III 

「交響曲第３番」より／サン＝サーンス（淀 彰） 

 

一般の部 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：V 

プラトンの洞窟からの脱出／メリロ 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：III 

吹奏楽のための「北海変奏曲」／伊藤康英 

 

リヴィエール吹奏楽団 指揮：佐川聖二 課：I 

エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？／天野正道 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：V 

「パロディー組曲」より スイート・ドリームス／ブライアント 

 

松陽高校ＯＢ吹奏楽団「緑」 指揮： 邉省至 課：IV 

パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ（森田一浩） 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：III 

ライフ・ヴァリエーションズ ～生命と愛の歌～／鈴木英史 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：V 

歌劇「ラ・ボエーム」より／プッチーニ（樽屋雅徳） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：V 

吹奏楽のための交響的印象「海響」／和田 薫 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：II 

交響組曲「寄港地」より II.チュニス－ネフタ III.ヴァレンシア

／イベール（P.デュポン） 

 

ソールリジェール吹奏楽団 指揮：瀬尾宗利 課：II 

「交響曲第４番」より 第１・第３・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗

利） 

 



ウィンドアンサンブル・ソレイユ 指揮：奥山泰三 課：III 

ポストカード／ティケリ 

 

伊奈学園OB吹奏楽団 指揮：宇畑知樹 課：V 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

土気シビックウインドオーケストラ 指揮：加養浩幸 課：III 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：I 

「沈黙の地球（ほし）～レイチェル・カーソンに捧ぐ～」より／阿

部勇一 

 

創価中部サウンド吹奏楽団 指揮：多戸幾久三 課：II 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ（R.M.ロジャース） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：V 

鳥のマントラ／萬歳楽／鈴木英史 

 

 

２００９年 
第５７回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：名古屋国際会議場、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「１６世紀のシャンソンによる変奏曲」／諏訪雅彦 

Ⅱ：「コミカル★パレード」／島田尚美 

Ⅲ：「ネストリアン・モニュメント」／平田智暁 

Ⅳ：マーチ「青空と太陽」／藤代敏裕 

Ⅴ：「躍動する魂 ～吹奏楽のための」／江原大介 

 

中学校の部 

 

伊勢崎市立第一中学校 指揮：桑原裕章 課：IV 

交響詩「ドン･ファン」／R.シュトラウス（森田一浩・M.ハインズ

レー） 

 

沖縄市立美里中学校 指揮：横田裕一 課：II 

朝鮮民謡の主題による変奏曲／チャンス 

 

旭川市立緑が丘中学校 指揮：南 裕一 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（佐藤正

人） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：II 

組曲「仮面舞踏会」より／ハチャトゥリアン（川上修一） 

 

徳島市国府中学校 指揮：藤本澄代 課：III 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

香芝市立香芝東中学校 指揮：本村公玄 課：II 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：橘 恭幸 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より II.戦いの踊り I.ソロモ

ンの夢 IV.狂宴の踊り／レスピーギ（小長谷宗一） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：III 

「スペイン狂詩曲」より II.マラゲーニャ IV.祭り／ラヴェル（中

村睦郎） 

 

習志野市立第五中学校 指揮：織戸弘和 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より パントマイム、全

員の踊り／ラヴェル（織戸弘和） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：IV 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ（天野正道） 

 

鈴鹿市立千代崎中学校 指揮：中山かほり 課：IV 

歌劇「西部の娘」より／プッチーニ（大橋晃一） 

 

沖縄市立山内中学校 指揮：花崎由美子 課：IV 

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション／カールマン（鈴木英

史） 

 

松戸市立第四中学校 指揮：犬塚禎浩 課：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 

 

津山市立北陵中学校 指揮：中山秀治 課：IV 

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション／カールマン（鈴木

英史） 

 

相馬市立向陽中学校 指揮：北野英樹 課：I 

パリのアメリカ人／ガーシュイン（真島俊夫） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：上村二三子 課：IV 

バレエ音楽「くるみ割り人形」より／チャイコフスキー（石津谷治

法） 

 

宇美町立宇美東中学校 指揮：南 光俊 課：IV 

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より I.祈り III.祭り／伊

藤康英 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：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 

 

札幌市立啓明中学校 指揮：田中義啓 課：III 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

越谷市立北中学校 指揮：田中秀和 課：II 

歌劇「フェドーラ」より／ジョルダーノ（鈴木英史） 

 

湯沢市立湯沢南中学校 指揮：桜庭建一 課：IV 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：澤矢康宏 課：I 

「交響曲」より 第４楽章／矢代秋雄（天野正道） 

 

大田市立第一中学校 指揮：竹下克敏 課：II 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

名古屋市立東港中学校 指揮：三浦聖司 課：IV 

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション／カールマン（鈴木

英史） 

 

松山市立南中学校 指揮：高岡英二 課：IV 

バレエ音楽「三角帽子」より／ファリャ（保科 洋） 

 

能美市立根上中学校 指揮：上高裕希 課：II 

ストコフスキーの鐘／ドアティ 

 

長野市立裾花中学校 指揮：村上恵美子 課：IV 

交響詩「ローマの祭り」より I.チルチェンセス IV.主顕祭／レ

スピーギ（森田一浩） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：III 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃・渡辺秀之） 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：田中 誠 課：IV 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より／プロコフィエフ（鈴木

英史） 

 

高等学校の部 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

マン・オン・ザ・ムーン・オルタネイト・テイク／清水大輔 

 

天理高等学校 指揮：吉田秀高 課：V 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、パントマ

イム、全員の踊り／ラヴェル（仲田 守） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

華麗なる舞曲／C.T.スミス 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

「翡翠」より I. 雨上がりに・・・ II. 焔の如く輝き／マッキー 

 

沖縄県立コザ高等学校 指揮：池間洋幸 課：IV 



交響曲第３番「ドン・キホーテ」より／R.W.スミス 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：III 

ポカホンタス／メンケン（宍倉 晃） 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生 健 課：IV 

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション／カールマン（鈴木

英史） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（立田浩介） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（小澤俊

朗） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

香川県立坂出高等学校 指揮：宮崎洋治 課：IV 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／ハチャトゥリアン（林 紀人） 

 

北海道旭川商業高等学校 指揮：佐藤 淳 課：IV 

「スペイン狂詩曲」より I.夜への前奏曲 IV.祭り／ラヴェル（佐

藤 淳） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール（石津谷治法） 

 

石川県立小松明峰高等学校 指揮：斉藤忠直 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（加養浩

幸） 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：IV 

「交響曲第１番」より 第２・第４楽章／カリンニコフ（鈴木英史） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：IV 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：藤林二三夫 課：IV 

「交響曲」より／矢代秋雄（篠崎卓美） 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：V 

アクシス・ムンディ／ブライアント 

 

原田学園鹿児島情報高等学校 指揮：屋比久 勲 課：IV 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ（C.ラ

イター） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

交響曲第１番「巨人」より 第４楽章／マーラー（森田一浩） 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より I.ソロモンの夢 IV.狂

宴の踊り／レスピーギ（中村俊哉） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：V 

「カルミナ・ブラーナ」より／オルフ（J.クランス） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：V 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（森

田一浩） 

 

おかやま山陽高等学校 指揮：松本壮史 課：V 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

横浜創英中学・高等学校 指揮：常光誠治 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：V 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶／福島弘和 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：V 

「交響曲第２番」より／シュミット（天野正道） 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：IV 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

修道高等学校 指揮：大咲司朗 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（森田一浩） 

 

大学の部 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：V 

バベルの塔／広瀬勇人 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：大石晃平 課：II 

我らに今日の糧を与えたまえ～吹奏楽のための小交響曲 第２

楽章／マスランカ 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：V 

第一旋法によるティエントと皇帝の戦い／ハルフテル（角谷晃

司） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：花岡金光 課：V 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：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 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜孝 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（仲田 

守） 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：中島誠一 課：II 

「おほなゐ」 ～１９９５.１.１７ 阪神淡路大震災へのオマージュ

～より／天野正道 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：IV 

祈り～その時、彼女は何を想ったのか～／飯島俊成 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村健 課：IV 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

立命館大学応援団吹奏楽部 指揮：茶屋克彦 課：V 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：V 

「ヘリングの朝」～そして暗闇は光に満ちた・・・／八木澤教司 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：V 

「交響曲第２番」より／ラフマニノフ（瀬尾宗利） 

 

職場・一般の部 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：IV 

ウィークエンド・イン・ニューヨーク／スパーク 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：IV 

閾下の桜樹－吹奏楽のための／中橋愛生 

 

ＢＭＳウインドアンサンブル 指揮：益田郁夫 課：V 

吹奏楽のための「北海変奏曲」／伊藤康英 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：IV 

バレエ音楽「眠れる森の美女」より／チャイコフスキー（淀 彰） 

 

上磯吹奏楽団 指揮：高橋徹 課：IV 

シダス／ドス 

 

ＮＴＴ西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

組曲「展覧会の絵」より／ムソルグスキー（金田康孝） 

 

宮之城吹奏楽団 指揮：幸喜 隆 課：I 

ローザのための楽章／キャンプハウス 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：III 

交響詩「ローマの祭り」より／レスピーギ（中村睦郎） 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：IV 

ピン パン ポン／プケット 



 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：IV 

故郷･･･鼓響 I.童歌 II.奏春 III.鼓響／天野正道 

 

東海市吹奏楽団 指揮：大澤健一 課：IV 

交響詩「ローマの祭り」より I.チルチェンセス IV.主顕祭／レ

スピーギ（仲田 守） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

「交響的舞曲」より 第３楽章／ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：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 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

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 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：V 

宇宙の音楽／スパーク 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：IV 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：IV 

星を釣る海 吹奏楽のための／中橋愛生 

 

富山ミナミ吹奏楽団 指揮：牧野 誠 課：II 

吹奏楽のための交響的印象「海響」／和田 薫 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：I 

「交響曲第３番」より 第１楽章／ラフマニノフ（高橋 徹） 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：V 

アダージョ・スウォヴィアンスキェ／天野正道 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：I 

地の精のバラード／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

玉名女子ウインドアンサンブル 指揮：米田真一 課：IV 

森の贈り物／酒井 格 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：I 

ブリリアント交響曲／ゴトコフスキー 

 

アンサンブル・ヴィルトゥオーゾ吹奏楽団 指揮：萩谷克己 課：

V 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：IV 

バレエ音楽「道」より／ロータ（木村𠮷宏） 

 

 

２０１０年 
第５８回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）、普門館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「迷走するサラバンド」／広瀬正憲 

Ⅱ：オーディナリー・マーチ／高橋宏樹 

Ⅲ：吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」／長野雄行 

Ⅳ：汐風のマーチ／田嶋 勉 

Ⅴ：「吹奏楽のためのスケルツォ 第２番」≪夏≫／鹿野 草平 

 

中学校の部 

 

伊勢崎市立赤堀中学校 指揮：中里泰登 課：IV 

ハリソンの夢／グラハム 

 

宇美町立宇美東中学校 指揮：南 光俊 課：I 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

越谷市立北中学校 指揮：田中秀和 課：II 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃・田中秀和） 

 

周南市立岐陽中学校 指揮：山本章子 課：I 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

仙台市立向陽台中学校 指揮：大内 泉 課：IV 

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より／プロコフィエフ（鈴木

英史） 

 

松山市立南中学校 指揮：高岡英二 課：II 

喜歌劇「こうもり」セレクション／J.シュトラウス（鈴木英史） 

 

札幌市立白石中学校 指揮：多米恵理子 課：IV 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：IV 

ハリソンの夢／グレイアム 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：I 

バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より パゴダの女王レドロネット、

妖精の園／ラヴェル（鈴木英史） 

 

神戸市立本庄中学校 指揮：永田隆博 課：IV 

バレエ音楽「シンデレラ」より／プロコフィエフ（大橋晃一、西山 

潔） 

 

能美市立根上中学校 指揮：上高裕希 課：I 

エクストリーム・メイク・オーヴァー －チャイコフスキーの主題

による変容－／デ＝メイ 

 

岡崎市立竜海中学校 指揮：太田智宏 課：I 

謝肉祭／シューマン（田村文生） 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：IV 

三つの交響的素描「海」より III.風と海との対話／ドビュッシ

ー（佐藤正人） 

 

日進市立日進中学校 指揮：清野雅子 課：I 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

仙台市立八軒中学校 指揮：高田志穂 課：IV 

「交響曲第２番」より 第３・第４楽章／ラフマニノフ（瀬尾宗利） 

 

徳島市国府中学校 指揮：藤本澄代 課：I 

交響曲第１番「巨人」より 第４楽章／マーラー（森田一浩） 

 

相馬市立向陽中学校 指揮：斎藤美保子 課：I 

パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ（森田一浩） 

 

須坂市立相森中学校 指揮：山岸 浩 課：II 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール（石津谷治法） 

 

佐賀市立成章中学校 指揮：杉町たまみ 課：II 

ウィークエンド・イン・ニューヨーク／スパーク 

 

旭川市立緑が丘中学校 指揮：南裕一 課：IV 

「舞踏組曲」より II、V、終曲／バルトーク（鈴木英史） 

 

宮崎市立生目中学校 指揮：片野勝平 課：IV 

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション／カールマン（鈴木英

史） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：III 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリャン（玉

寄勝治） ＊ 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：IV 

「交響曲第４番」より 第４楽章／チャイコフスキー（M.ハインズ

レー） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：小西慶一 課：I 

「交響曲第２番」より 第１・第４楽章／アーノルド（中原達彦） 

 

金沢市立額中学校 指揮：田中一宏 課：IV 

吹奏楽のための神話～天岩屋戸の物語による／大栗 裕 



 

水戸市立第四中学校 指揮：岡田宏之 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 序奏、宗教的な踊り、全員

の踊り／ラヴェル（紫園鐘久） 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：田中 誠 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（加養浩

幸） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

大田市立第一中学校 指揮：竹下克敏 課：III 

交響組曲「寄港地」より II. チュニス－ネフタ III. ヴァレンシ

ア／イベール（P.デュポン） 

 

高等学校の部 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：II 

「シンフォニエッタ」より III、V／ヤナーチェク（D.ウィック） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

トリトン・デュアリティ／長生 淳 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

交響詩「モンタニャールの詩」～アルプスに伝わる愛と勇気の

物語～／ヴァン＝デル＝ロースト 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：IV 

交響詩「ローマの祭り」より I.チルチェンセス IV.主顕祭／レ

スピーギ（建部知弘） 

 

江の川学園石見智翠館高等学校 指揮：田中健一 課：I 

交響詩「ローマの祭り」より I.チルチェンセス IV.主顕祭／レ

スピーギ（森田一浩） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：V 

管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」／ラヴェル（天野正道） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：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 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（仲

田 守） 

 

八代白百合学園高等学校 指揮：服部明子 課：IV 

ウィークエンド・イン・ニューヨーク／スパーク 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：V 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

安城学園高等学校 指揮：𠮷見光三 課：IV 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／チャイコフスキー（鈴木英史） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：I 

歌劇「マノン・レスコー」より／プッチーニ（宍倉 晃） 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤

独、剣の舞、収穫祭／ハチャトゥリアン（中村俊哉） ＊ 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：V 

ガランタ舞曲／コダーイ（森田一浩） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

華麗なる舞曲／スミス 

 

長野県長野高等学校 指揮：松井深之 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（松井深之） 

 

天理高等学校 指揮：吉田秀高 課：I 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（天野正道） 

 

北海道旭川商業高等学校 指揮：佐藤 淳 課：IV 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（R.アールズ, F.

フェネル） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：IV 

「三つのジャポニスム」 II.雪の川 I.鶴が舞う III.祭り／真島

俊夫 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：V 

リベレーション（我を解き放ち給え）／マスランカ 

 

前橋市立前橋高等学校 指揮：山本佳弘 課：III 

「舞踏組曲」より／バルトーク（山本教生） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：V 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト 

 

石川県立小松明峰高等学校 指揮：斉藤忠直 課：IV 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

修道高等学校 指揮：大咲司朗 課：V 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

原田学園鹿児島情報高等学校 指揮：屋比久勲 課：II 

アルプスの詩／チェザリーニ 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：III 

「レクイエム」より／ヴェルディ（福田洋介） 

 

山形県立山形中央高等学校 指揮：佐藤誠基 課：II 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：V 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（甘粕宏和） 

 

大学の部 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

ヴァニタス／高 昌帥 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：花岡金光 課：I 

カルミナ・ブラーナ／オルフ（J.クランス） 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：II 

バレエ音楽「クエスト」より／ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

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 

 

立命館大学応援団吹奏楽部 指揮：茶屋克彦 課：I 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村健 課：II 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

波の穂／長生 淳 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

てぃーだ／酒井 格 

 

川崎医療福祉大学ウインドオーケストラハートフルウインズ 指

揮：岩田俊哉 課：IV 

リベレーション（我を解き放ち給え）／マスランカ 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：澤江武史 課：I 

カレイドスコープ／スパーク 

 

駒澤大学吹奏楽部 指揮：上埜 孝 課：II 

バレエ音楽｢中国の不思議な役人｣より／バルトーク（上埜 孝） 

 

福島大学吹奏楽団 指揮：井上龍郎 課：IV 

紺碧の波濤／長生 淳 



 

職場・一般の部 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：IV 

バレエ音楽「チェックメイト」より／ブリス（G.ウィリアムズ） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：II 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：I 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R.

シュトラウス（森田一浩） 

 

デアクライス・ブラスオルケスター 指揮：佐川聖二 課：III 

セルゲイ・モンタージュ／鈴木英史 

 

古河シティウインドオーケストラ 指揮：福田昌範 課：I 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

玉名女子ウインドアンサンブル 指揮：米田真一 課：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 

 

ヤマハ吹奏楽団 指揮：須川展也 課：V 

復興／保科 洋 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：II 

オーロラの目覚め／マッキー 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：IV 

組曲「仮面舞踏会」より I.ワルツ III.マズルカ IV.ロマンス V.

ギャロップ／ハチャトゥリアン（仲田 守） ＊ 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」第２組曲より／ルーセル（佐

藤正人） 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：IV 

歌劇「ラ・ボエーム」ファンタジア／プッチーニ（淀 彰） 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

ウィークエンド・イン・ニューヨーク／スパーク 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：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 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：V 

「無伴奏バイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコン

ヌ／J.S.バッハ（森田一浩） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：II 

パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ（森田一浩） 

 

出雲吹奏楽団 指揮：仲田 守 課：IV 

「翡翠」より I.雨上がりに．．． II.焔の如く輝き／マッキー 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：IV 

吹奏楽のためのバラード V／兼田 敏 

 

伊奈学園ＯＢ吹奏楽団 指揮：宇畑知樹 課：IV 

スピリティッド・アウェイ／久石 譲（森田一浩） 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：II 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：III 

「交響曲第１番」より 第４楽章／天野正道 

 

創価学会北海道吹奏楽団 指揮：甘粕宏和 課：II 

吹奏楽のための交響的印象「海響」／和田 薫 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：佐藤正人 課：II 

「おほなゐ」～１９９５.１.１７阪神淡路大震災へのオマージュ～

／天野正道 

 

創価中部サウンド吹奏楽団 指揮：多戸幾久三 課：II 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：小野照三 課：IV 

ディオニソスの祭り／シュミット 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：I 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ（木村𠮷

宏） 

 

 

２０１１年 
第５９回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：普門館、青森市文化会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：マーチ「ライヴリー アヴェニュー」／堀田庸元 

Ⅱ：天国の島／佐藤博昭 

Ⅲ：シャコンヌ Ｓ／新実徳英 

Ⅳ：南風のマーチ／渡口公康 

Ⅴ：「薔薇戦争」より 戦場にて／山口哲人 

 

中学校の部 

 

仙台市立八軒中学校 指揮：高田志穂 課：II 

管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」／ラヴェル（天野正道） 

 

日進市立日進中学校 指揮：清野雅子 課：II 

「交響曲第３番」より／サン＝サーンス（藤田玄播） 

 

那覇市立首里中学校 指揮：知念 満 課：I 

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション／カールマン（鈴木英

史） 

 

札幌市立白石中学校 指揮：多米恵理子 課：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 

 

松山市立鴨川中学校 指揮：坪田美知子 課：IV 

ハリソンの夢／グレイアム 

 

山口市立小郡中学校 指揮：谷村一美 課：II 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（森

田一浩） 

 

越谷市立北中学校 指揮：田中秀和 課：I 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（後藤 洋・田中秀和） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：II 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：小西慶一 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（M.

ハインズレー） 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：II 

谺響する時の峡谷 －吹奏楽のための交唱的序曲／中橋愛生 

 

佐賀市立成章中学校 指揮：宮崎保子 課：I 

コルドバのメスキータ／ジルー 

 

さいたま市立岸中学校 指揮：星野悦子 課：II 

歌劇「ばらの騎士」より／R.シュトラウス（渚 智佳） 

 

金沢市立額中学校 指揮：田中一宏 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：I 

復興／保科 洋 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：II 



交響的断章／ネリベル 

 

大田市立第一中学校 指揮：竹下克敏 課：I 

バレエ音楽「シンデレラ」より／プロコフィエフ（川上修一） 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：橘 恭幸 課：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 

 

須賀川市立第一中学校 指揮：吉田 衛 課：II 

３つの交響的素描「海」より Ⅲ.風と海との対話／ドビュッシー

（佐藤正人） 

 

さいたま市立大宮南中学校 指揮：大澤眞由美 課：I 

リバーダンス／ウィーラン（G.バウテンハウス） 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：I 

科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：I 

「交響的舞曲」より 第３楽章／ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

須坂市立相森中学校 指揮：山岸 浩 課：I 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

札幌市立清田中学校 指揮：長田栄二 課：I 

バレエ音楽「ドン・キホーテ」より／ミンクス（福島弘和） 

 

境町立境第一中学校 指揮：鈴木 勉 課：III 

大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：I 

組曲「ロメオとジュリエット」より／プロコフィエフ（鈴木英史） 

 

鳴門市第一中学校 指揮：堀川昌宏 課：I 

「三つのジャポニスム」 Ⅰ.鶴が舞う Ⅱ.雪の川 Ⅲ.祭り／真島

俊夫 

 

沖縄市立美里中学校 指揮：横田裕一 課：I 

ミュージカル「タンタン～太陽の神殿～」より／ブロッセ（J.デ

＝メイ） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（平井哲夫） 

 

名古屋市立汐路中学校 指揮：玉谷敏弘 課：II 

「交響曲」より／矢代秋雄（根本直人） 

 

高等学校の部 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（佐藤正人） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：大滝 実 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（宍倉 晃） 

 

愛媛県立北条高等学校 指揮：池田 努 課：II 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：IV 

華麗なる舞曲／スミス 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

交響詩「英雄の生涯」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

山口県立防府西高等学校 指揮：野上慎二郎 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（平井哲夫） 

 

石川県立小松明峰高等学校 指揮：斉藤忠直 課：IV 

交響曲「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／レ

スピーギ（森田一浩） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（佐藤正

人） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：IV 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：II 

楽劇「ワルキューレ」より／ワーグナー（梅本幸司） 

 

札幌白石高等学校 指揮：杉村光雄 課：III 

交響詩「モンタニャールの詩」～アルプスに伝わる愛と勇気の

物語～／ヴァン＝デル＝ロースト 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：V 

「交響曲」より／矢代秋雄（甘粕宏和） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

トッカータとフーガ ニ短調／J.S.バッハ（根本直人） 

 

三重県立白子高等学校 指揮：桐生智晃 課：IV 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：橋本葉司 課：V 

「ピアノ三重奏曲 イ短調」より 第２・第４楽章／ラヴェル（高木

登古） 

 

埼玉県立大宮高等学校 指揮：齋藤 淳 課：V 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ（齋藤 淳） 

 

聖ウルスラ学院英智高等学校 指揮：及川博暁 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（森田一

浩） 

 

横浜創英中学・高等学校 指揮：常光誠治 課：I 

「交響曲第２番」より 第３･第４楽章／ラフマニノフ（瀬尾宋利） 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：鍜冶伸也 課：V 

トリトン・デュアリティ／長生 淳 

 

千葉県立幕張総合高等学校 指揮：佐藤 博 課：II 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

宇宙の音楽／スパーク 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：II 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：V 

「イーストコーストの風景」より／ヘス 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：IV 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

北海道旭川商業高等学校 指揮：佐藤 淳 課：IV 

バレエ組曲「青銅の騎士」より／グリエール（石津谷治法・林 紀

人） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：III 

おお、神秘なる力よ！（ピアノ・ソナタ第５番）／スクリャービン

（田村文生） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：V 

交響詩「ローマの松」より／レスピーギ（鈴木英史） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：IV 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

大学の部 

 

高知大学吹奏楽団 指揮：脇岡総一 課：I 

シンフォニア・ノビリッシマ／ジェイガー 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

交響曲「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／レ



スピーギ（佐藤正人） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下冶郎 課：II 

地の精のバラード／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村健 課：IV 

「スペイン狂詩曲」より Ⅱ.マラゲーニャ Ⅳ.祭り／ラヴェル（森

田一浩） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

大仏と鹿／酒井 格 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：IV 

歌劇「ベルファゴール」序曲／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：花岡金光 課：V 

「プラハのための音楽１９６８」より／フーサ 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：V 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：澤江武史 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

復興／保科 洋 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

上武大学吹奏楽部 指揮：山本佳弘 課：II 

バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の踊り、終幕の踊り／ファリ

ャ（山本教生） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：V 

「ニルマル・ヒルダイ」 ～マザーの微笑みに包まれて…／八木

澤教司 

 

職場・一般の部 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：III 

水文 吹奏楽のための／中橋愛生 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：V 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：I 

交響曲１９９７「天地人」／譚盾（天野正道） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

バレエ音楽「サロメの悲劇」より／シュミット（佐藤正人） 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：IV 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：V 

追憶－Dream fragment／江原大介 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：I 

「コリアン・ダンス」より／高 昌帥 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：II 

シダス／ドス 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：I 

キメラ ～ウィンドオーケストラのための～／高 昌帥 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：佐藤正人 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（佐藤正

人） 

 

コンフォート・ウインドアンサンブル 指揮：吉原 哲 課：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 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：I 

吹奏楽のための「典礼風序曲」／野田暉行 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：I 

カルミナ・ブラーナ／オルフ（J.クランス） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：IV 

バレエ音楽「審問」／ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

玉名女子ウインドアンサンブル 指揮：米田真一 課：IV 

てぃーだ／酒井 格 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：V 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（平井哲

夫） 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：I 

カルミナ・ブラーナ／オルフ（J.クランス） 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶／福島弘和 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：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 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：V 

氷結の花 －吹奏楽のための／中橋愛生 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

レ・クルール・フォーヴ ～野獣派的色彩／フーサ 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：V 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

出雲吹奏楽団 指揮：仲田 守 課：III 

ドールズ・コレクションⅠ～おもちゃの兵隊と～／井澗昌樹 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：V 

「ピアノ四重奏曲第１番 ト短調」より／ブラームス（A.シェーン

ベルク） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：IV 

「交響曲第１番」より 第４楽章／ラフマニノフ（築地 隆） 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：IV 

吹奏楽のための「ゴシック」／木下牧子 

 

 

２０１２年 
第６０回全日本吹奏楽コンクール全国大会 

会場：宇都宮市文化会館、名古屋国際会議場 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「さくらのうた」／福田洋介 

Ⅱ：行進曲「よろこびへ歩きだせ」／土井康司 

Ⅲ：吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」／足立 正 

Ⅳ：行進曲「希望の空」／和田 信 

Ⅴ：「香り立つ刹那」／長生 淳 

 

中学校の部 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎弘 課：Ⅲ 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

山口市立小郡中学校 指揮：谷村一美 課：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 

 

習志野市立第五中学校 指揮：織戸弘和 課：Ⅳ 

３つの交響的素描「海」より Ⅲ.風と海との対話／ドビュッシー

（織戸弘和） 

 

仙台市立向陽台中学校 指揮：大内 泉 課：Ⅳ 

科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 



小平市立小平第三中学校 指揮：中村睦郎 課：Ⅲ 

青い水平線／Ｆ．チェザリーニ 

 

名古屋市立汐路中学校 指揮：玉谷敏弘 課：Ⅳ 

科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

姶良市立重富中学校 指揮：仮屋薗勝宏 課：Ⅱ 

復興／保科 洋 

 

札幌市立清田中学校 指揮：長田栄二 課：Ⅳ 

歌劇「ルサルカ」より／ドヴォルザーク（福島弘和） 

 

能美市立根上中学校 指揮：大橋 望 課：Ⅳ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

鹿児島市立谷山中学校 指揮：岩井田万里子 課：Ⅳ 

ウィークエンド・イン・ニューヨーク／スパーク 

 

松山市立鴨川中学校 指揮：坪田美知子 課：Ⅲ 

二つの交響的断章／ネリベル 

 

吉見町立吉見中学校 指揮：中畑裕太 課：Ⅱ 

科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：Ⅳ 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

長野市立裾花中学校 指揮：山岸 浩 課：Ⅳ 

歌劇「フェドーラ」より／ジョルダーノ（鈴木英史） 

 

さいたま市立岸中学校 指揮：星野悦子 課：Ⅲ 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／Ｒ．

シュトラウス（渚 智佳） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：小西慶一 課：Ⅰ 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

仙台市立八軒中学校 指揮：高田志穂 課：Ⅰ 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／Ｒ．シュトラウス（森

田一浩） 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：牧野耕也 課：Ⅳ 

「交響曲第５番」より 第２・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗利） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：上村二三子 課：Ⅳ 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

金沢市立額中学校 指揮：竹内 寛 課：Ⅳ 

アルプスの詩／チェザリーニ 

 

日進市立日進中学校 指揮：清野雅子 課：Ⅰ 

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲／ワーグナー（藤田玄播） 

 

徳島市国府中学校 指揮：藤本澄代 課：Ⅲ 

バレエ音楽「サロメの悲劇」より／シュミット（佐藤正人） 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：Ⅳ 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／Ｊ．Ｓ．バッハ（森田一浩） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：Ⅳ 

パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ（森田一浩） 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：Ⅳ 

科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：Ⅲ 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

新潟市立山の下中学校 指揮：岩﨑里子 課：Ⅳ 

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による／大栗 裕 

 

札幌市立白石中学校 指揮：多米恵理子 課：Ⅳ 

復興／保科 洋 

 

佐賀市立成章中学校 指揮：宮崎保子 課：Ⅳ 

ザ・スピード・オブ・ヒート／ジルー 

 

高等学校の部 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：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 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：Ⅳ 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：Ⅳ 

復興／保科 洋 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：Ⅳ 

復興／保科 洋 

 

八王子学園八王子高等学校 指揮：高梨 晃 課：Ⅴ 

交響詩「ローマの祭り」より／レスピーギ（高梨 晃） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：Ⅴ 

管弦楽のための交響詩「ラ・ヴァルス」／ラヴェル（仲田 守） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：Ⅴ 

科戸の鵲巣－吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

近畿大学附属高等学校 指揮：小谷康夫 課：Ⅴ 

バレエ音楽「エスタンシア」より／ヒナステラ（仲田 守） 

 

埼玉県立松伏高等学校 指揮：小川 慎 課：Ⅴ 

交響曲１９９７「天地人」／譚盾（天野正道） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：阿部智博 課：Ⅴ 

「交響曲」より／矢代秋雄（天野正道） 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：Ⅳ 

復興／保科 洋 

 

石川県立金沢桜丘高等学校 指揮：安嶋俊晴 課：Ⅴ 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ（安嶋俊晴） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：橋本葉司 課：Ⅴ 

交響詩「ローマの噴水」より 朝のトリトーネの噴水、昼のトレヴ

ィの噴水、黄昏のメディチ荘の噴水／レスピーギ（高木登古） 

 

浜松海の星高等学校 指揮：土屋史人 課：Ⅱ 

科戸の鵲巣ー吹奏楽のための祝典序曲／中橋愛生 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：Ⅲ 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：Ⅴ 

レジェンド／リスト（森田一浩） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：Ⅳ 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

愛媛県立松山中央高等学校 指揮：土居俊一 課：Ⅳ 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ（森田一浩） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：Ⅰ 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ（石津谷治

法） 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：Ⅲ 

交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭／レ

スピーギ（磯崎敦博） 

 

原田学園鹿児島情報高等学校 指揮：屋比久 勲 課：Ⅳ 

エルフゲンの叫び／ローレンス 

 

山形県立鶴岡南高等学校 指揮：蛸井 朗 課：Ⅴ 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／Ｒ．シュトラウス（Ｍ．

ハインズレー） 

 

三重県立白子高等学校 指揮：桐生智晃 課：Ⅳ 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（鈴木英史） 

 



大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：Ⅳ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より イントロダクション、夜明け、

全員の踊り／ラヴェル（立田浩介） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：Ⅴ 

吹奏楽のための協奏交響曲／福島弘和 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：Ⅳ 

歌劇「ばらの騎士」より／Ｒ．シュトラウス（酒井格） 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：Ⅴ 

歌劇「ローエングリン」より／ワーグナー（鈴木英史） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：Ⅴ 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

駒澤大学高等学校 指揮：吉野信行 課：Ⅳ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

大学の部 

 

流通経済大学吹奏楽部 指揮：花坂義孝 課：Ⅳ 

青い水平線／チェザリーニ 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：Ⅳ 

交響曲１９９７「天地人」／譚盾（天野正道） 

 

川崎医療福祉大学ウインドオーケストラハートフルウインズ 指

揮：岩田俊哉 課：Ⅴ 

「サウンド・アンド・スモーク」より／クオン 

 

長崎大学吹奏楽部 指揮：篠原昂太 課：Ⅳ 

交響詩「スパルタクス」／ヴァン＝デル＝ロースト 

 

北翔大学吹奏楽団 指揮：菅原克弘 課：Ⅲ 

プラトンの洞窟からの脱出／メリロ 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：Ⅴ 

「交響曲第４番」より 第４楽章／チャイコフスキー（Ｍ．ハインズ

レー） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松崎泰賢 課：Ⅴ 

「リヤン・エテルネル」 ～浄められた天使たちの愛／八木澤教

司 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：Ⅲ 

トリトン・エムファシス／長生 淳 

 

信州大学吹奏楽団 指揮：荒井弘太 課：Ⅱ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（森田一

浩） 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：Ⅰ 

ハンガリー狂詩曲 第２番／リスト（井澗昌樹） 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：Ⅴ 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：Ⅲ 

アルメニア狂詩曲 第１番／コミタス 

 

職場・一般の部 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：Ⅳ 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ（畠田貴

生） 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：近藤久敦 課：Ⅲ 

エニグマ変奏曲より／エルガー（近藤久敦） 

 

聖徳ウィンド・アンサンブル 指揮：進藤初男 課：Ⅰ 

交響組曲「もののけ姫」より／久石 譲（森田一浩） 

 

出雲吹奏楽団 指揮：金本克康 課：Ⅱ 

ダンシング・イン・レイン／後藤 洋 

 

飯塚吹奏楽団 指揮：谷口宗生 課：Ⅳ 

オリエントの光芒２０１２～ウインドオーケストラのために／片

岡寛晶 

 

滝川吹奏楽団 指揮：鷲尾昌法 課：Ⅱ 

歌劇「トゥーランドット」セレクション２００７改訂版／プッチーニ

（真島俊夫） 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：佐藤正人 課：Ⅳ 

交響詩「ローマの祭り」より Ⅲ.十月祭 Ⅳ.主顕祭／レスピーギ

（佐藤正人） 

 

佐賀市民吹奏楽団 指揮：南里隆弘 課：Ⅴ 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：Ⅴ 

エッセイ／高 昌帥 

 

伊奈学園ＯＢ吹奏楽団 指揮：宇畑知樹 課：Ⅳ 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：Ⅱ 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：Ⅱ 

ディオニソスの祭り／シュミット（鈴木英史） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：Ⅳ 

響瀬の鹿／酒井 格 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：Ⅴ 

パッサカリアとトッカータ／福島弘和 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：Ⅴ 

よみがえる大地への前奏曲／鹿野草平 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：Ⅳ 

交響的詩曲「地獄変」／福島弘和 

 

ＮＴＴ西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：Ⅱ 

華麗なる舞曲／スミス 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：Ⅲ 

バレエ音楽「ガイ－ヌ」より／ハチャトゥリアン（Ｗ．ヴァンデルビ

ーク／林 紀人） 

 

古河シティウインドオーケストラ 指揮：福田昌範 課：Ⅳ 

セルゲイ・モンタージュ／鈴木英史 

 

福井ブラスアカデミー 指揮：奥野 一 課：Ⅱ 

復興／保科 洋 

 

デアクライス・ブラスオルケスター 指揮：佐川聖二 課：Ⅲ 

バイバイ・ヴァイオレット／井澗昌樹 

 

北見交響吹奏楽団 指揮：村本寛太郎 課：Ⅲ 

交響詩「ローマの祭り」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：Ⅰ 

交響曲第２番「キリストの受難」／フェラン 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：塩谷晋平 課：Ⅳ 

オラトリオ「イワン雷帝」より／プロコフィエフ（榛葉光治） 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：Ⅳ 

交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス、Ⅳ.主顕祭／Ｏ．

レスピーギ（木村𠮷宏） 

 

箕面市青少年吹奏楽団 指揮：竹本裕一 課：Ⅳ 

復興／保科 洋 

 

 

２０１３年 



第６１回全日本吹奏楽コンクール 

会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール、名古屋国際会議場 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「勇者のマズルカ」／三澤 慶 

Ⅱ：祝典行進曲「ライジング・サン」／白岩優拓 

Ⅲ：復興への序曲「夢の明日に」／岩井直溥 

Ⅳ：「エンターテインメント・マーチ」／川北栄樹 

Ⅴ：「流沙」／広瀬正憲 

 

中学校の部 

 

南相馬市立原町第一中学校 指揮：阿部和代 課：Ⅳ 

「アルプス交響曲」より／R.シュトラウス（森田一浩） 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：Ⅱ 

交響詩「モンタニャールの詩」～アルプスに伝わる愛と勇気の

物語～／ヴァン=デル=ロースト 

 

鹿児島市立谷山中学校 指揮：岩井田万里子 課：Ⅳ 

アルプスの詩／チェザリーニ 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：Ⅳ 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

札幌市立啓明中学校 指揮：田中義啓 課：Ⅲ 

ピエトロ・モンタージュ／鈴木英史 

 

甲斐市立敷島中学校 指揮：田中 誠 課：Ⅲ 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（鈴木英史） 

 

津幡町立津幡南中学校 指揮：奥泉清人 課：Ⅲ 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

広島市立安佐中学校 指揮：岡田正文 課：Ⅳ 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

越谷市立北中学校 指揮：田中秀和 課：Ⅳ 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ（後藤 洋） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：Ⅲ 

セルゲイ・モンタージュ／鈴木英史 

 

徳島市国府中学校 指揮：藤本澄代 課：Ⅰ 

トリトン・デュアリティ／長生 淳 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：Ⅲ 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリアン（玉

寄勝治） 

 

長野市立裾花中学校 指揮：山岸 浩 課：Ⅲ 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール（石津谷治法） 

 

松戸市立和名ヶ谷中学校 指揮：上村二三子 課：Ⅳ 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

会津若松市立一箕中学校 指揮：小野香織 課：Ⅰ 

「スペイン狂詩曲」より／ラヴェル（森田一浩） 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：澤矢康宏 課：Ⅲ 

「交響曲」より／矢代秋雄（根本直人） 

 

神戸市立本庄中学校 指揮：永田隆博 課：Ⅲ 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

横浜市立本郷中学校 指揮：原口正一 課：Ⅲ 

復興／保科 洋 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：Ⅰ 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

川口市立芝中学校 指揮：大道寺久子 課：Ⅳ 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ（小長谷宗

一） 

 

能美市立根上中学校 指揮：大橋 望 課：Ⅳ 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：Ⅱ 

バレエ音楽「サロメの悲劇」より／シュミット（佐藤正人） 

 

中間市立中間東中学校 指揮：菅原 宏 課：Ⅲ 

吹奏楽と打楽器群のための神話～鳥之石楠船神／片岡寛晶 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：Ⅲ 

吹奏楽のための協奏交響曲／福島弘和 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：Ⅳ 

「交響曲第１番」より／スパーク 

 

沖縄市立美里中学校 指揮：横田裕一 課：Ⅲ 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

松山市立鴨川中学校 指揮：坪田美知子 課：Ⅳ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

名古屋市立神丘中学校 指揮：楫野克彦 課：Ⅳ 

オプセシォネル／長生 淳 

 

府中町立府中中学校 指揮：古土井正巳 課：Ⅲ 

管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より／アーノルド（瀬尾

宗利） 

 

高等学校の部 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：Ⅲ 

ファントム・ドゥ・ラムール ー幻影ー／天野正道 

 

原田学園鹿児島情報高等学校 指揮：屋比久 勲 課：Ⅱ 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ（淀 彰） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：Ⅰ 

エニグマ変奏曲／エルガー（杉本幸一） 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：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 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田 薫 課：Ⅴ 

エスカペイド／スパニョーラ 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：Ⅳ 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：Ⅲ 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：Ⅳ 

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より／シェーンベルグ（森田一

浩） 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生 健 課：Ⅲ 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール（石津谷治法） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：Ⅴ 

「相馬流山」の主題による変奏曲／福島弘和 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：Ⅳ 

「エディソンの光」～メロンパークの魔術師／八木澤教司 

 

千葉県立幕張総合高等学校 指揮：佐藤 博 課：Ⅴ 

白磁の月の輝宮夜／樽屋雅徳 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：Ⅴ 

トッカータとフーガ ニ短調／J.S.バッハ（P.Dupont） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：Ⅴ 

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より／シェーンベルグ（福島弘

和） 

 

福島県立平商業高等学校 指揮：藤林二三夫 課：Ⅲ 

「交響曲」より／矢代秋雄（篠崎卓美） 

 



浜松海の星高等学校 指揮：土屋史人 課：Ⅲ 

いにしえの時から／ヴァン=デル=ロースト 

 

山口県立防府西高等学校 指揮：野上慎二郎 課：Ⅲ 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：Ⅲ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（甘粕宏

和） 

 

石川県立金沢桜丘高等学校 指揮：安嶋俊晴 課：Ⅴ 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス（小

澤俊朗） 

 

沖縄県立コザ高等学校 指揮：金城敦子 課：Ⅳ 

シダス／ドス 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：Ⅱ 

歌劇「イーゴリ公」より／ボロディン（石津谷治法） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：Ⅴ 

歌劇「タイス」より／マスネ（宍倉 晃） 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：Ⅴ 

交響曲第５番「革命」より  第４楽章／ショスタコーヴィチ

（C,B,Righter） 

 

近畿大学附属高等学校 指揮：小谷康夫 課：Ⅲ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：Ⅴ 

サンタ・カテリーナ ～キリストとの出会い～／田村文生 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：橋本葉司 課：Ⅴ 

バレエ音楽「ヨゼフ伝説」より／R.シュトラウス（高木登古） 

 

愛媛県立北条高等学校 指揮：池田 努 課：Ⅲ 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：Ⅳ 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：Ⅳ 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

大学の部 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：中村慎之介 課：Ⅳ 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（杉本幸

一） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：白石勇貴 課：Ⅲ 

「竹取物語」より／三善 晃（天野正道） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：Ⅴ 

ブリリアント交響曲／ゴトコフスキー 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：Ⅲ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より夜明け、全員の踊

り／ラヴェル（三田村 健） 

 

関西学院大学応援団総部吹奏楽部 指揮：近藤久敦 課：Ⅴ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：花岡金光 課：Ⅴ 

天使ミカエルの嘆き／藤田玄播 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：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 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：Ⅴ 

交響的断章／ネリベル 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松﨑泰賢 課：Ⅴ 

「光の射す道へ」～ぬくもりの在処／八木澤教司 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：Ⅴ 

魁響の譜／三善 晃（小澤俊朗） 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：Ⅲ 

鼓響･･･故郷／天野正道 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：Ⅴ 

久堅の幹／長生 淳 

 

職場・一般の部 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：Ⅲ 

ドラゴンの年／スパーク 

 

福井ブラスアカデミー 指揮：奥野 一 課：Ⅲ 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：萩原亮彦 課：Ⅴ 

沈黙の地球～レイチェル・カーソンに捧ぐ～／阿部勇一 

 

Pastorale Symphonic Band 指揮：佐川聖二 課：Ⅲ 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

飯塚吹奏楽団 指揮：谷口宗生 課：Ⅳ 

オリエンタルラプソディ２０１３～ウインドオーケストラのための

／片岡寛晶 

 

上磯吹奏楽団 指揮：髙橋 徹 課：Ⅲ 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール（林 紀人） 

 

J.S.B.吹奏楽団 指揮：東 久照 課：Ⅴ 

信長～ルネサンスの光芒／鈴木英史 

 

東海市吹奏楽団 指揮：大澤健一 課：Ⅳ 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（大澤健

一） 

 

秋田吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：Ⅲ 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：Ⅳ 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R.シュトラウス

（M.Hindsley） 

 

尼崎市吹奏楽団 指揮：辻󠄀井清幸 課：Ⅳ 

交響的断章／ネリベル 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：Ⅴ 

風の渡る丘 吹奏楽のための／中橋愛生 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：Ⅲ 

宇宙の音楽／スパーク 

 

横浜ブラスオルケスタ― 指揮：近藤久敦 課：Ⅴ 

「管弦楽のための協奏曲」より／バルトーク（仲田 守） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：Ⅴ 

時に道は美し －愛について－／長生 淳 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：Ⅳ 

「ガリレオの月」より／シシー 

 

防府吹奏楽団 指揮：竹中俊二 課：Ⅲ 

セルゲイ・モンタージュ／鈴木英史 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田 篤 課：Ⅳ 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ（榛葉

光治） 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：Ⅱ 

バイバイ・ヴァイオレット／井澗昌樹 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：Ⅰ 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ（R.M.Rogers） 

 



百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：Ⅱ 

オプセシォネル／長生 淳 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：Ⅱ 

天雷无妄／天野正道 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：Ⅲ 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：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 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：Ⅲ 

鳥のマントラ／萬歳楽／鈴木英史 

 

BMS ウインドアンサンブル 指揮：益田郁夫 課：Ⅴ 

空中都市「マチュピチュ」－隠された太陽神殿の謎／八木澤教

司 

 

 

２０１４年 
第６２回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場、新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴ

あ） 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「最果ての城のゼビア」／中西英介 

Ⅱ：行進曲「勇気のトビラ」／高橋宏樹 

Ⅲ：「斎太郎節」の主題による幻想／合田佳代子 

Ⅳ：コンサートマーチ「青葉の街で」／小林武夫 

Ⅴ：「きみは林檎の樹を植える」／谷地村博人 

 

中学校の部 

 

加古川市立浜の宮中学校 指揮：中原淳子 課：II 

白磁の月の輝宮夜／樽屋雅徳 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：澤矢康宏 課：III 

ファントム・ドゥ・ラムール -幻影-／天野正道 

 

函館市立戸倉中学校 指揮：杉山裕規 課：II 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ （玉手道男） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：II 

バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の踊り、終幕の踊り／ファリャ 

（天野正道） 

 

川口市立神根中学校 指揮：星野清悟 課：IV 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

南相馬市立原町第一中学校 指揮：阿部和代 課：IV 

交響詩「ドン・ファン」／R. シュトラウス （森田一浩） 

 

松山市立南中学校 指揮：西村恵美 課：II 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／J. S. バッハ （森田一浩） 

 

松戸市立第一中学校 指揮：栢木幸宏 課：IV 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

鈴鹿市立白子中学校 指揮：中山かほり 課：IV 

歌劇「蝶々夫人」セレクション／プッチーニ （大橋晃一） 

 

さいたま市立岸中学校 指揮：星野悦子 課：III 

歌劇「ばらの騎士」より／R. シュトラウス （渚 智佳） 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：IV 

「イースト・コーストの風景」より／ヘス 

 

広島市立安佐中学校 指揮：岡田正文 課：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 

 

宮崎市立大淀中学校 指揮：川﨑 徹 課：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 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：IV 

蒼氓愛歌～三つの異なる表現で～／清水大輔 

 

鯖江市中央中学校 指揮：佐々木和史 課：II 

信長～ルネサンスの光芒／鈴木英史 

 

越谷市立大相模中学校 指揮：田中秀和 課：II 

歌劇「道化師」より／レオンカヴァッロ （福島弘和） 

 

札幌市立白石中学校 指揮：多米恵理子 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段 真大 課：III 

交響詩「ローマの祭」より II. 五十年祭 III. 十月祭 IV. 主顕

祭／レスピーギ （森田一浩） 

 

日進市立日進中学校 指揮：清野雅子 課：I 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ （清野雅子） 

 

福岡市立長丘中学校 指揮：菊地亨介 課：IV 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

高松市立屋島中学校 指揮：井上智司 課：II 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

福岡市立香椎第３中学校 指揮：井手憲一 課：II 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：III 

喜びの島／ドビュッシー （真島俊夫） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：III 

彩雲の螺旋-吹奏楽のための／中橋愛生 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：II 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

盛岡市立北陵中学校 指揮：吉田 哲 課：IV 

「スペイン奇想曲」より／リムスキー=コルサコフ （高橋 徹） 

 

大阪市立喜連中学校 指揮：南 由賀 課：II 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ （後藤 洋） 

 

坂井市立三国中学校 指揮：武井 晋 課：II 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：II 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

高等学校の部 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

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 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：IV 

宇宙の音楽／スパーク 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：IV 

バレエ音楽「眠れる森の美女」より／チャイコフスキー （石津谷

治法） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：都賀城太郎 課：V 

アッフェローチェ／高 昌帥 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：IV 

歌劇「ばらの騎士」より／R. シュトラウス （仲田 守） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：IV 

「交響曲第５番」より 第５楽章／マーラー （田村文生） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：IV 

復興／保科 洋 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 



吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田 薫 課：V 

ウインド・アンサンブルのためのコンチェルト／ブライアント 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：IV 

復興／保科 洋 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：IV 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／チャイコフスキー （畠田貴生） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：IV 

森の贈り物／酒井 格 

 

山口県立防府西高等学校 指揮：野上慎二郎 課：III 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：橋本葉司 課：IV 

「交響曲第１番」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ （高木登

古） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：III 

歌劇「キャンディード」より／バーンスタイン （C. グランドマ

ン） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：I 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ （宍倉 晃） 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：V 

「レクイエム」より／ヴェルディ （福田洋介） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博? 課：II 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：IV 

「交響的舞曲」より／ラフマニノフ （森田一浩） 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：IV 

交響詩「ドン・ファン」／R. シュトラウス （大橋晃一） 

 

精華女子高等学校 指揮：藤重佳久 課：IV 

華麗なる舞曲／スミス 

 

福島県立平商業高等学校 指揮：藤林二三夫 課：II 

交響曲「画家マティス」より／ヒンデミット （篠崎卓美） 

 

横浜創英中学・高等学校 指揮：常光誠治 課：III 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

安城学園高等学校 指揮：三浦聖司 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス 

（小澤俊朗） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：IV 

ディオニソスの祭／シュミット （根本直人） 

 

就実高等学校 指揮：小林 巧 課：I 

「スペイン狂詩曲」より IV. 祭り／ラヴェル （森田一浩） 

 

高知県立高知西高等学校 指揮：中山直之 課：I 

奔馬を秘めて／長生 淳 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル （立田浩介） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：V 

時の跳ね馬-吹奏楽のための／中橋愛生 

 

大学の部 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：I 

「交響曲第３番」より 第４楽章／バーンズ 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

コンコルディア～調和によって／長生 淳 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

輪廻の八魂／樽屋雅徳 

 

龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部 指揮：若林義人 課：IV 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ （上埜 

孝） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：II 

巨人の肩にのって／グラハム 

 

福岡大学応援指導部吹奏楽団 指揮：花岡金光 課：IV 

「アメリカの騎士」より 選ばれし者／メリロ 

 

岩手大学吹奏楽部 指揮：牛渡克之 課：IV 

「交響曲第３番」より 第３・第４楽章／バーンズ 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

交響詩「ローマの祭」より IV. 主題祭／レスピーギ （中村睦

郎） 

 

札幌大学吹奏楽団 指揮：今井敏勝 課：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 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク （小澤俊

朗） 

 

広島大学吹奏楽団 指揮：温品慶明 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：II 

蒼氓愛歌～三つの異なる表現で～／清水大輔 

 

職場・一般の部 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：IV 

シング・ウィズ・シンセリティー／長生 淳 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：栗田健一 課：II 

蒼氓愛歌～三つの異なる表現で～／清水大輔 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：IV 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト （田村文生） 

 

M's Sound Factory 指揮：高木宏之 課：II 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ （鈴木英史） 

 

J. S. B. 吹奏楽団 指揮：東 久照 課：V 

４つの交響的印象「教会のステンドグラス」より／レスピーギ 

（森田一浩） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：V 

「アイ・ガット・リズム」変奏曲／ガーシュイン （中橋愛生） 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：IV 

エルガー・ヴァリエーション／エレビー 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：IV 

祝典序曲／イベール （近藤久敦） 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク （小澤俊

朗） 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：V 

輪廻の八魂／樽屋雅徳 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

「吹奏楽のための組曲」より／菊池幸夫 

 

札幌ブラスバンド 指揮：米田浩哉 課：II 

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より／シェーンベルグ （福島弘

和） 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 



セント・アンソニー・ヴァリエーション／ヒル 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク （加養浩

幸） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：III 

鳳凰が舞う-印象、京都 石庭 金閣寺／真島俊夫 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：II 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：IV 

復興／保科 洋 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：I 

白磁の月の輝宮夜／樽屋雅徳 

 

富山ミナミ吹奏楽団 指揮：牧野 誠 課：II 

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

／ウイリアムズ （S. Nestico） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：II 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：II 

トラジチニ・ソナタ・ナ・ジュレバカ・イ・プウォーヴェ／天野正道 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：III 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

飯塚吹奏楽団 指揮：谷口宗生 課：IV 

オリエンタリズム－ド２０１４～ウインドオーケストラのために／

片岡寛晶 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：V 

アスファルト・カクテル／マッキー 

 

広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 指揮：古土井正巳 

課：III 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：IV 

復興／保科 洋 

 

 

２０１５年 

第６３回全日本吹奏楽コンクール 

会場：札幌コンサートホール Kitara、名古屋国際会議場 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「天空の旅 －吹奏楽のための譚詩－」／石原勇太郎 

Ⅱ：マーチ「春の道を歩こう」／佐藤邦宏 

Ⅲ：「秘儀 III －旋回舞踊のためのヘテロフォニー」／西村 朗 

Ⅳ：マーチ「プロヴァンスの風」／田坂直樹 

Ⅴ：「暁闇の宴」／朴 守賢 

 

中学校の部 

 

金沢市立額中学校 指揮：竹内 寛 課：III 

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン／鈴木英史 

 

鹿児島市立桜丘中学校 指揮：坂下武巳 課：II 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ （鈴木英史） 

 

秋田市立山王中学校 指揮：木内 恒 課：IV 

「スペイン狂詩曲」より／ラヴェル （森田一浩） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段 真大 課：III 

交響組曲「寄港地」より／イベール （P.Dupont） 

 

大阪市立喜連中学校 指揮：南 由賀 課：II 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （森田一浩） 

 

札幌市立啓明中学校 指揮：田中義啓 課：IV 

ラメント（『バッハのカンタータ「泣き、嘆き、憂い、慄き」とロ短

調ミサ曲「十字架につけられ」の通奏低音による変奏曲』）／リ

スト （田村文生） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：II 

天雷无妄／天野正道 

 

出雲市立平田中学校 指揮：古川慎治 課：III 

平田幻想／天野正道 

 

川口市立青木中学校 指揮：中畑裕太 課：IV 

復興／保科 洋 

 

小平市立小平第六中学校 指揮：今津和則 課：IV 

いにしえの時から／ヴァン=デル=ロースト 

 

名古屋市立神丘中学校 指揮：楫野克彦 課：I 

エニグマ変奏曲／エルガー （杉本幸一） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：澤矢康宏 課：III 

復興／保科 洋 

 

日進市立日進西中学校 指揮：清野雅子 課：II 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール （石津谷治法） 

 

徳島市国府中学校 指揮：伊能正胤 課：III 

交響曲１９９７「天地人」／譚 盾 （天野正道） 

 

山形市立第三中学校 指揮：石井 均 課：II 

「交響曲」より／矢代秋雄 （根本直人） 

 

坂井市立三国中学校 指揮：武井 晋 課：IV 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

福岡市立姪浜中学校 指揮：宮本 昇 課：II 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

松戸市立第一中学校 指揮：栢木幸宏 課：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 

 

北上市立上野中学校 指揮：柿沢 香織 課：III 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／チャイコフスキー （保科 洋） 

 

越谷市立大相模中学校 指揮：田中秀和 課：II 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ （後藤 洋・田中秀和） 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ （原田大

雪） 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

松山市立拓南中学校 指揮：三棟優子 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：II 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

天草市立本渡中学校 指揮：佐佐木 仁 課：II 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：III 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

朝霞市立朝霞第一中学校 指揮：外﨑三吉 課：III 

歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ （後藤 洋） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：II 

天雷无妄／天野正道 

 

横浜市立本郷中学校 指揮：原口正一 課：III 

ハリソンの夢／グラハム 

 



防府市立桑山中学校 指揮：野上慎二郎 課：IV 

信長～ルネサンスの光芒／鈴木英史 

 

高等学校の部 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：II 

トリトン・エムファシス／長生 淳 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：V 

「交響曲第４番」より 第４楽章／チャイコフスキー （佐藤正人） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：II 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ （後藤 洋） 

 

浜松海の星高等学校 指揮：土屋史人 課：III 

ウインドオーケストラのためのバラッド／高 昌帥 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

スペイン狂詩曲／リスト （森田一浩） 

 

八王子学園八王子高等学校 指揮：髙梨 晃 課：III 

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 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：II 

「無伴奏ヴァイオリン･パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／J. S. バッハ （根本直人） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：III 

ウインドオーケストラのためのバラッド／高 昌帥 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：II 

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 

 

島根県立出雲高等学校 指揮：片岡利之 課：V 

トリトン・エムファシス／長生 淳 

 

香川県立坂出高等学校 指揮：田所 博 課：III 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

アスキリヤヴェ～ありしものへ／長生 淳 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル （真島

俊夫） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

「スペイン奇想曲」より／リムスキー=コルサコフ （石津谷治法） 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：奥山 昇 課：V 

「竹取物語」より／三善 晃 （天野正道） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

天雷无妄／天野正道 

 

春日部共栄高等学校 指揮：織戸祥子 課：V 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」／福島弘和 

 

活水中学校・活水高等学校 指揮：藤重佳久 課：II 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：V 

歌劇｢エレクトラ｣より／R.シュトラウス （田村文生） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：II 

キリストの復活～ゲツセマネの祈り～／樽屋雅徳 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：V 

歌劇「アンドレア・シェニエ」／ジョルダーノ （宍倉 晃） 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田 薫 課：V 

オール・デウーヴル／黛 敏郎 （長生 淳） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

大阪俗謡による幻想曲／大栗 裕 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：IV 

「交響曲第８番」より 第４楽章／ブルックナー （檜貝道郎） 

 

聖ウルスラ学院英智高等学校 指揮：及川博暁 課：V 

管弦楽のための協奏曲／三善 晃 （遠藤正樹） 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：II 

「永劫の翼」～ジョン・フレミングの法則／八木澤教司 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：V 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

東海大学付属第四高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

森の贈り物／酒井 格 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：II 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

横浜創英中学・高等学校 指揮：常光誠治 課：II 

華麗なる舞曲／スミス 

 

大学の部 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

遥か天鵞絨／朴 守賢 

 

龍谷大学吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク （上埜 

孝） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

楓葉の舞／長生 淳 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：III 

歌劇｢エレクトラ｣より／R. シュトラウス （田村文生） 

 

福岡教育大学吹奏楽部 指揮：井上 遼 課：II 

コリアン・ダンス／高 昌帥 

 

山形大学吹奏楽団 指揮：東海林達郎 課：III 

サスパリラ／マッキー 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：II 

テレプシコーレ／マーゴリス 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：三笠裕也 課：III 

アスファルト・カクテル／マッキー 

 

川崎医療福祉大学ウインドオーケストラハートフルウインズ 指

揮：岩田俊哉 課：III 

オーロラの目覚め／マッキー 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：III 

シネマ シメリック／天野正道 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス 

（小澤俊朗） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：V 

久堅の幹／長生 淳 

 

職場・一般の部 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：II 

復興／保科 洋 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：V 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：IV 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 二短調」より シャコ

ンヌ／J. S. バッハ （森田一浩） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 



課：V 

花鳥諷詠／長生 淳 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：III 

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 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：III 

飛龍の鵠／樽屋雅徳 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木 均 課：II 

シダス／ドス 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：IV 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ （木村𠮷

宏） 

 

上磯吹奏楽団 指揮：髙橋 徹 課：IV 

交響詩「モンタニャールの詩」／ヴァン=デル=ロースト 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：III 

宇宙の音楽／スパーク 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：V 

復興／保科 洋 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：II 

交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキー 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田 篤 課：II 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー （F. Fennell） 

 

ユース・ウィンド・オーケストラ 指揮：高田 亮 課：V 

「プラハのための音楽１９６８」より／フーサ 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：栗田健一 課：III 

「竹取物語」より／三善 晃 （天野正道） 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：岩田俊哉 課：III 

ミッドナイト・イン・ブエノスアイレス／ゴーブ 

 

秋田吹奏楽団 指揮：石崎聖也 課：III 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （佐藤正人） 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：IV 

風伯の乱舞／石毛里佳 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：II 

「交響曲第１番」より／天野正道 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：II 

ゴルゴダの丘への行列／ホーベン 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：V 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ （近藤久敦） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

「ヘンリー５世」より／ウォルトン （佐藤正人） 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

マヤの紋章／八木澤教司 

 

飯塚吹奏楽団 指揮：谷口宗生 課：II 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

 

２０１６年 
第６４回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場・金沢歌劇座 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「マーチ・スカイブルー・ドリーム」／矢藤 学 

Ⅱ：「スペインの市場で」／山本雅一 

Ⅲ：「ある英雄の記憶」／西村 友 

Ⅳ：マーチ「クローバーグラウンド」／鹿島康奨 

Ⅴ：「焔」／島田尚美 

 

中学校の部 

 

府中町立府中緑ケ丘中学校 指揮：古土井正巳 課：II 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

松戸市立小金中学校 指揮：上村二三子 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

いわき市立植田中学校 指揮：石井直樹 課：IV 

エニグマ変奏曲／エルガー （高山直也） 

 

南砺市立福野中学校 指揮：古澤千春 課：I 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリアン 

（小林久仁郎） 

 

長崎市立山里中学校 指揮：加藤賢紀 課：I 

「イースト・コーストの風景」より／ヘス 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：IV 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

札幌市立啓明中学校 指揮：田中義啓 課：III 

アダージョ・スウォヴィアンスキェ／天野正道 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：I 

復興／保科 洋 

 

越谷市立大相模中学校 指揮：田中秀和 課：I 

歌劇「マノン・レスコー」より／プッチーニ （宍倉 晃） 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：I 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリアン 

（小林久仁郎） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：I 

交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」より／ハチャトゥリアン 

（玉寄勝治） 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：IV 

コンコルディア／長生 淳 

 

高松市立屋島中学校 指揮：井上智司 課：I 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （森田一浩） 

 

日進市立日進中学校 指揮：大竹礼子 課：III 

バレエ音楽｢シバの女王ベルキス｣より／レスピーギ （木村𠮷

宏） 

 

川口市立青木中学校 指揮：中畑裕太 課：IV 

彩雲の螺旋-吹奏楽のための／中橋愛生 

 

湯沢市立湯沢北中学校 指揮：佐藤久美子 課：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 

 

津幡町立津幡南中学校 指揮：奥泉清人 課：IV 

天雷无妄／天野正道 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：犬塚禎浩 課：IV 

シネマ・シメリック／天野正道 

 

福岡市立姪浜中学校 指揮：宮本 昇 課：I 

シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘｣／福島弘和 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：III 

鳳凰～仁愛鳥譜／鈴木英史 

 

福岡市立香椎第３中学校 指揮：井手憲一 課：I 



歌劇「トゥーランドット」より／プッチーニ （後藤 洋） 

 

北上市立上野中学校 指揮：柿沢香織 課：II 

バレエ音楽｢シバの女王ベルキス｣より／レスピーギ （小長谷

宗一） 

 

加古川市立中部中学校 指揮：中原淳子 課：I 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

防府市立桑山中学校 指揮：野上慎二郎 課：II 

セクエンツィア～ウインドオーケストラのための／鈴木英史 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：澤矢康宏 課：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 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段 真大 課：III 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス 

（栂野孝行） 

 

日進市立日進西中学校 指揮：清野雅子 課：I 

イタリア奇想曲／チャイコフスキー （清野雅子） 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：III 

華麗なる舞曲／スミス 

 

松山市立拓南中学校 指揮：三棟優子 課：I 

歌劇「アンドレア・シェニエ」より／ジョルダーノ （宍倉 晃） 

 

朝霞市立朝霞第一中学校 指揮：外﨑三吉 課：II 

歌劇「アンドレア・シェニエ」より／ジョルダーノ （宍倉 晃） 

 

高等学校の部 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：I 

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 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト （田村文生） 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：I 

華麗なる舞曲／スミス 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：I 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け～全員の

踊り／ラヴェル （立田浩介） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：根本直人 課：I 

幻想曲とフーガ ハ短調／J. S. バッハ （E. エルガー・根本直

人） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

ルンバ・ラプソディ／黛 敏郎 （仲田 守） 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田 薫 課：V 

メトロポリス／ゴーブ 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：IV 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

高松第一高等学校 指揮：石川幸司 課：III 

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」／R. 

シュトラウス （森田一浩） 

 

精華女子高等学校 指揮：櫻内教昭 課：I 

交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキー 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：V 

歌劇「つばめ」より／プッチーニ （宍倉 晃） 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：橋本葉司 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 若者たちの踊り～全員の

踊り／ラヴェル （高木登古） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：I 

バレエ音楽「三角帽子」より／ファリャ （森田一浩） 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：V 

歌劇「影のない女」より／R. シュトラウス （田村文生） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：I 

プラネット・ナイン～未知への軌跡～／樽屋雅徳 

 

春日部共栄高等学校 指揮：織戸祥子 課：V 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：IV 

交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキー 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：I 

交響詩「モンタニャールの詩」／ヴァン=デル=ロースト 

 

富山県立高岡商業高等学校 指揮：神田賢二 課：I 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （木村𠮷宏） 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生 健 課：I 

歌劇「イーゴリ公」より／ボロディン （黒川圭一） 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：I 

バレエ音楽「三角帽子」より／ファリャ （石津谷治法） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：I 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：I 

交響詩「影のない女」／R. シュトラウス （田村文生） 

 

聖ウルスラ学院英智高等学校 指揮：及川博暁 課：V 

交響変奏曲／平吉毅州 （遠藤正樹） 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：III 

歌劇「ポーギーとベス」より／ガーシュイン （建部知弘・森田拓

夢） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：I 

シネマ・シメリック／天野正道 

 

東海大学付属札幌高等学校 指揮：井田重芳 課：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 

 

浜松海の星高等学校 指揮：土屋史人 課：III 

エッセイ／高 昌帥 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：IV 

交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキー 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：IV 

シネマ・シメリック／天野正道 

 

大学の部 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：三笠裕也 課：V 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト （田村文生） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：V 

風伯の乱舞／石毛里佳 

 

四国大学吹奏楽部 指揮：楫 完治 課：I 

吹奏楽のための抒情的「祭」／伊藤康英 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

時に道は美し -愛について-／長生 淳 

 

九州情報大学吹奏楽部 指揮：屋比久 勲 課：I 

エルフゲンの叫び／ローレンス 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：I 

華麗なる舞曲／スミス 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：V 

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲／コダーイ （森田一



浩） 

 

立正大学吹奏楽部 指揮：佐藤正人 課：II 

故郷…鼓響 II／天野正道 

 

龍谷大学吹奏楽部 指揮：若林義人 課：III 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー （デューカー） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク （加養浩

幸） 

 

いわき明星大学吹奏楽団 指揮：根本直人 課：I 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／J. S. バッハ （根本直人） 

 

金沢大学吹奏楽団 指揮：長田 明 課：III 

カントゥス・ソナーレ／鈴木英史 

 

職場・一般の部 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：佐藤正人 課：II 

「交響曲第１０番」より／ショスタコーヴィチ （天野正道） 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：V 

プラネット・ナイン～未知への軌跡～／樽屋雅徳 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：I 

「ウインド・アンサンブルのためのコンチェルト」 より／ブライア

ント 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：I 

バレエ音楽「白鳥の湖」より／チャイコフスキー （保科 洋） 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：III 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：I 

天雷无妄／天野正道 

 

秋田吹奏楽団 指揮：加藤顕一 課：II 

二つの交響的断章／ネリベル 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：V 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田 篤 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （榛葉光治） 

 

上磯吹奏楽団 指揮：髙橋 徹 課：IV 

４つの交響的印象「教会のステンドグラス」より／レスピーギ 

（藤田玄播） 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：III 

復興／保科 洋 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：I 

ウインドオーケストラのためのバラッド／高 昌帥 

 

伊奈学園OB吹奏楽団 指揮：宇畑知樹 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

Pastorale Symphonic Band 指揮：瀬尾宗利 課：V 

風伯の乱舞／石毛里佳 

 

J. S. B. 吹奏楽団 指揮：東 久照 課：V 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト （田村文生） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：I 

交響詩「ヌーナ」／阿部勇一 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

サンサーラ ～天に召されし者へ～／高 昌帥 

 

鏡野吹奏楽団 指揮：弘田靖明 課：V 

プラネット・ナイン～未知への軌跡～／樽屋雅徳 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：IV 

交響曲第６番「悲劇的」より 第４楽章／マーラー （近藤久敦） 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：鈴木昭裕 課：I 

ジェ・エテ・オ・バル／グランサム 

 

ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 指揮：仲田 守 課：I 

「バンドのための３つの民謡集」 より／ボイセン 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：I 

「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番 ニ短調」より シャコ

ンヌ／J. S. バッハ （根本直人） 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：III 

バレエ音楽「ガイーヌ」より／ハチャトゥリアン （林 紀人） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：V 

エリオトロピスム～光に向かうこころ／長生 淳 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：III 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

デアクライス・ブラスオルケスター 指揮：佐川聖二 課：I 

白磁の月の輝宮夜／樽屋雅徳 

 

 

２０１７年 
第６５回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場・倉敷市民会館 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「スケルツァンド」／江原大介 

Ⅱ：「マーチ・シャイニング・ロード」／木内 涼 

Ⅲ：「インテルメッツォ」／保科 洋 

Ⅳ：マーチ「春風の通り道」／西山知宏 

Ⅴ：「メタモルフォーゼ～吹奏楽のために～」／川合清裕 

 

中学校の部 

 

天草市立本渡中学校 指揮：福嶌一麿 課：II 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ （宍倉 

晃） 

 

越谷市立大相模中学校 指揮：田中秀和 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」／高 昌帥 

 

山形市立第六中学校 指揮：小関恵美 課：IV 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

伊予市立港南中学校 指揮：本馬祐子 課：II 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

札幌市立清田中学校 指揮：多米恵理子 課：IV 

キリストの復活～ゲツセマネの祈り～／樽屋雅徳 

 

日進市立日進西中学校 指揮：清野雅子 課：III 

歌劇「リエンツィ」序曲／ワーグナー （清野雅子） 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段 真大 課：III 

「スペイン狂詩曲」より／ラヴェル （森田一浩） 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：橘 恭幸 課：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 

 

松戸市立小金中学校 指揮：上村二三子 課：II 

シネマ・シメリック／天野正道 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：IV 

天雷无妄／天野正道 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：IV 

トリトン・エムファシス／長生 淳 



 

いわき市立植田中学校 指揮：石井直樹 課：II 

パガニーニの主題による狂詩曲／ラフマニノフ （森田一浩） 

 

福岡市立姪浜中学校 指揮：宮本 昇 課：II 

シネマ・シメリック／天野正道 

 

防府市立華陽中学校 指揮：谷村一美 課：IV 

ウインドオーケストラのためのバラッド／高 昌帥 

 

さいたま市立岸中学校 指揮：丸茂 新 課：I 

交響詩「英雄の生涯」より／R. シュトラウス （渚 智佳） 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：IV 

吹奏楽のためのパルティータ／福島弘和 

 

玉川学園中学部 指揮：土屋和彦 課：IV 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

長野市立柳町中学校 指揮：塚田京子 課：I 

「スペイン奇想曲」より／リムスキー=コルサコフ （山田忠臣） 

 

加古川市立中部中学校 指揮：中原淳子 課：II 

プラネット・ナイン～未知への軌跡～／樽屋雅徳 

 

金沢市立大徳中学校 指揮：北山義隆 課：IV 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ （鈴木英史） 

 

仙台市立第一中学校 指揮：髙橋浩史 課：IV 

「交響曲」より／矢代秋雄 （天野正道） 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：板垣優麻 課：IV 

交響曲第１番「グラール」より／天野正道 

 

防府市立桑山中学校 指揮：竹中俊二 課：III 

セルゲイ・モンタージュ／鈴木英史 

 

鹿児島市立桜丘中学校 指揮：坂下武巳 課：IV 

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 

 

徳島市城東中学校 指揮：藤本澄代 課：I 

交響詩「モンタニャールの詩」／ヴァン=デル=ロースト 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：III 

吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキー 

 

川口市立青木中学校 指揮：中畑裕太 課：IV 

ウインドオーケストラのためのバラッド／高 昌帥 

 

名古屋市立植田中学校 指揮：玉谷敏弘 課：II 

ディオニソスの祭り／シュミット （鈴木英史） 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：澤矢康宏 課：III 

プラトンの洞窟からの脱出／メリロ 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：III 

バレエ音楽「青銅の騎士」より／グリエール （森田一浩） 

 

高等学校の部 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：V 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

八王子学園八王子高等学校 指揮：髙梨 晃 課：III 

交響曲第１番「アークエンジェルズ」／チェザリーニ 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：小山田 浩 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ （中村睦郎） 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：IV 

眠るヴィシュヌの木／樽屋雅徳 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：IV 

宇宙の音楽／スパーク 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：III 

パリのアメリカ人／ガーシュイン （我修院 司） 

 

石川県立小松明峰高等学校 指揮：木村有孝 課：IV 

メディアの復讐の踊り／バーバー （F. Hudson） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：橋本葉司 課：V 

歌劇「エレクトラ」より／R. シュトラウス （高木登古） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：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 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：IV 

歌劇「イーゴリ公」より／ボロディン （石津谷治法） 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：II 

パガニーニ・ロスト イン ウィンド／長生 淳 

 

東海大学付属札幌高等学校 指揮：井田重芳 課：IV 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

香川県立坂出高等学校 指揮：田所 博 課：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 

 

春日部共栄高等学校 指揮：織戸祥子 課：V 

吹奏楽のための交響的断章／福島弘和 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：IV 

交響曲「モンタージュ」／グラハム 

 

福島県立平商業高等学校 指揮：藤林二三夫 課：I 

シャコンヌ ホ短調／ブクステフーデ （篠崎卓美） 

 

浜松聖星高等学校 指揮：土屋史人 課：III 

「吹奏楽のための協奏曲」より／高 昌帥 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

「ノートルダムの鐘」より／メンケン （森田一浩） 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生 健 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル （真島

俊夫） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：III 

「アルプス交響曲」より／R. シュトラウス （本図智夫） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：V 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」／高 昌帥 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：III 

交響詩「アラベラ」／R. シュトラウス （田村文生） 

 

精華女子高等学校 指揮：櫻内教昭 課：IV 

アウディヴィ・メディア・ノクテ／ヴェースピ 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田 薫 課：V 

メトロポリス １９２７／グラハム 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：IV 

交響的狂詩曲／福島弘和 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け～全員の

踊り／ラヴェル （立田浩介） 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：V 

歌劇「アラベラ」／R. シュトラウス （田村文生） 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：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 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

前奏曲とフーガ ニ長調／J. S. バッハ （O. レスピーギ・仲田 

守） 

 



埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：III 

歌劇「トスカ」／プッチーニ （宍倉 晃） 

 

大学の部 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：II 

風伯の乱舞／石毛里佳 

 

立正大学吹奏楽部 指揮：佐藤正人 課：III 

「竹取物語」より／三善 晃 （天野正道） 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：V 

「交響曲第４番」より／ヴィエルヌ （田村文生） 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：I 

幽遠の譜／鈴木英史 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：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 

 

九州情報大学吹奏楽部 指揮：屋比久 勲 課：II 

復興／保科 洋 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

昂揚の漣／長生 淳 

 

四国大学吹奏楽部 指揮：益田郁夫 課：IV 

ロード・タラモア／ヴィトロック 

 

北海学園大学吹奏楽団 指揮：河井裕司 課：V 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：III 

交響詩「モンタニャールの詩」／ヴァン=デル=ロースト 

 

いわき明星大学吹奏楽団 指揮：根本直人 課：IV 

幻想曲とフーガ ハ短調／J. S. バッハ （E. エルガー・根本直

人） 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

交響曲第５番「革命」より 第４楽章／ショスタコーヴィチ （上埜 

孝） 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：V 

「コッツウォルド・シンフォニー」より／ブルジョア 

 

職場・一般の部 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：V 

歌劇「ローエングリン」より／ワーグナー （近藤久敦） 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：V 

キクロシス／中橋愛生 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：IV 

交響詩「ローマの噴水」より／レスピーギ （木村𠮷宏） 

 

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：II 

トリトン・エムファシス／長生 淳 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：IV 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

ムジカグラート氷見 指揮：瀬尾宗利 課：III 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：V 

キリストの復活～ゲツセマネの祈り～／樽屋雅徳 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：楊 鴻泰 課：IV 

アウディヴィ・メディア・ノクテ／ヴェースピ 

 

札幌ブラスバンド 指揮：米田浩哉 課：IV 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け、全員の踊

り／ラヴェル （佐藤正人） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田 篤 課：IV 

「幻想交響曲」より 第５楽章／ベルリオーズ （榛葉光治） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：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 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：III 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

西区市民吹奏楽団 指揮：松井裕子 課：III 

「GR」より シンフォニック・セレクション／天野正道 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：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 

 

箕面市青少年吹奏楽団 指揮：竹本裕一 課：II 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ （鈴木英史） 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

ニライカナイの海から／真島俊夫 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木 均 課：IV 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

上磯吹奏楽団 指揮：髙橋 徹 課：IV 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：津田雄二郎 

課：V 

秘儀 IV 〈行進〉／西村 朗 （福本信太郎） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：IV 

黎明のエスキース／阿部勇一 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：IV 

バレエ組曲「エスタンシア」／ヒナステラ （仲田 守） 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：IV 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：IV 

「交響曲第２番」より／ラフマニノフ （築地 隆） 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：I 

富士山 -北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：福本信太郎 課：IV 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

 

２０１８年 
第６６回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場, あましんアルカイックホール 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「古き森の戦記」／塩見康史 

Ⅱ：「マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ」／一ノ瀬季生 

Ⅲ：吹奏楽のための「ワルツ」／高 昌帥 

Ⅳ：コンサート・マーチ「虹色の未来へ」／郷間幹男 

Ⅴ：「エレウシスの祭儀」／咲間貴裕 

 

中学校の部 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：III 

歌劇「蝶々夫人」より／プッチーニ（宍倉晃・渡辺秀之） 

 

仙台市立向陽台中学校 指揮：佐藤啓子 課：IV 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

仙台市立第一中学校 指揮：阿部正志 課：II 



「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（佐藤正人） 

 

福井市成和中学校 指揮：長谷川季美 課：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 

 

松本市立鎌田中学校 指揮：塚田理恵 課：III 

天雷无妄／天野正道 

 

川口市立青木中学校 指揮：中畑裕太 課：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 

 

広島市立東原中学校 指揮：古本茂 課：III 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（加養浩

幸） 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：III 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

小平市立小平第三中学校 指揮：澤矢康宏 課：III 

「永劫の翼」～ジョン・フレミングの法則／八木澤教司 

 

福岡市立城南中学校 指揮：小寺聡 課：IV 

復興／保科洋 

 

徳島市城東中学校 指揮：藤本澄代 課：III 

バレエ音楽「サロメの悲劇」より／シュミット（佐藤正人） 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：II 

「風を織る」～吹奏楽のためのセレナード／鈴木英史 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：板垣優麻 課：II 

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 

 

朝霞市立朝霞第一中学校 指揮：外﨑三吉 課：III 

歌劇「マノン・レスコー」より／プッチーニ（宍倉晃） 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：IV 

交響的断章～ソロティンパニとウインドオーケストラのための

／内藤友樹 

 

松山市立西中学校 指揮：坪田美知子 課：II 

宇宙の音楽／スパーク 

 

札幌市立清田中学校 指揮：多米恵理子 課：IV 

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より／シェーンベルク（森田一浩） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：IV 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

松戸市立小金中学校 指揮：上村二三子 課：IV 

吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキ― 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：II 

ミラージュ・サンク／真島俊夫 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段真大 課：III 

３つの交響的スケッチ「海」より／ドビュッシー（佐藤正人） 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：大門尚 課：IV 

ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲／スミス 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：II 

トリトン･デュアリティ／長生淳 

 

日進市立日進西中学校 指揮：大竹礼子 課：I 

歌劇「イーゴリ公」より／ボロディン（大竹礼子） 

 

福岡市立姪浜中学校 指揮：宮本昇 課：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 

 

川口市立神根中学校 指揮：星野清悟 課：IV 

三つのジャポニスム／真島俊夫 

 

加古川市立中部中学校 指揮：中原淳子 課：II 

眠るヴィシュヌの木／樽屋雅徳 

 

徳島市国府中学校 指揮：福田久博 課：I 

歌劇「エレクトラ」より／R.シュトラウス（高木登古） 

 

北上市立上野中学校 指揮：柿沢香織 課：III 

吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキ― 

 

鹿児島市立桜丘中学校 指揮：坂下武巳 課：IV 

交響曲第１番「アークエンジェルズ」／チェザリーニ  

 

高等学校の部 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：I 

交響詩「ドン・ファン」／R.シュトラウス（本図智夫） 

 

聖ウルスラ学院英智高等学校 指揮：及川博暁 課：V 

夏の散乱／三善晃（遠藤正樹）＊ 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：III 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より／ラヴェル（仲田 守） 

 

北海道遠軽高等学校 指揮：髙橋利明 課：IV 

吹奏楽のための協奏曲／高昌帥 

 

春日部共栄高等学校 指揮：織戸祥子 課：V 

交響的狂詩曲／福島弘和 

 

八王子学園八王子高等学校 指揮：髙梨晃 課：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 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：IV 

シンフォニエッタ第３番「響きの森」／福島弘和 

 

大阪桐蔭高等学校 指揮：梅田隆司 課：IV 

交響詩「魔法使いの弟子」／デュカス（梅田隆司） 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：IV 

大阪俗謡による幻想曲／大栗裕 

 

福井県立武生商業高等学校 指揮：植田薫 課：V 

ウエスト・サイド・ストーリーより「シンフォニック・ダンス」／バー

ンスタイン（P.Lavender） 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

パッサカリアとフーガハ短調／J.S.バッハ（森田一浩） 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

パッサカリアとフーガハ短調／J.S.バッハ（O.レスピーギ・仲田 

守） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：II 

ワイルド・グース／ジョージ 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：IV 

吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より／マッキ― 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：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 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：I 

ジュウ・シメリック／天野正道 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：橋本葉司 課：V 

歌劇「ばらの騎士」より／R.シュトラウス（高木登古） 

 

香川県立坂出高等学校 指揮：田所博 課：IV 

復興／保科洋 

 

精華女子高等学校 指揮：櫻内教昭 課：IV 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

浜松聖星高等学校 指揮：土屋史人 課：I 

ウインドオーケストラのためのチルチェ／高昌帥 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田実 課：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 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

組曲「展覧会の絵」より／ムソルグスキー（石津谷治法） 

 

石川県立小松明峰高等学校 指揮：木村有孝 課：IV 

「プラハのための音楽１９６８」より／フーサ 

 

福岡工業大学附属城東高等学校 指揮：武田邦彦 課：IV 

プラネット・ナイン～未知への軌跡～／樽屋雅徳 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：V 

吹奏楽のための協奏曲／高昌帥 

 

東海大学付属札幌高等学校 指揮：井田重芳 課：IV 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」／高昌帥 

 

福島県立湯本高等学校 指揮：小山田浩 課：V 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：II 

紺碧の波濤／長生淳 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生健 課：IV 

「幻想交響曲」より第５楽章／ベルリオーズ（藤田玄播） 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥章 課：V 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（２０１８年版）／マスカ

ーニ（宍倉晃） 

 

大学の部 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

３つの交響的素描「海」より／ドビュッシー（小澤俊朗） 

 

四国大学吹奏楽部 指揮：益田郁夫 課：II 

サン=サーンス「交響曲第３番」の主題による交響的変容／ス

パーク 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：三笠裕也 課：III 

メトセラ II～打楽器群と吹奏楽のために～／田中賢 

 

創価大学パイオニア吹奏楽団 指揮：伊藤康英 課：III 

ピース、ピースと鳥たちは歌う／伊藤康英 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村健 課：V 

主題と変奏「第１２旋法によるメタモルフォーゼ」／レスピーギ

（小野寺真） 

 

東北福祉大学吹奏楽部 指揮：松﨑泰賢 課：V 

トリトン・エムファシス／長生淳 

 

近畿大学吹奏楽部 指揮：森下治郎 課：V 

「交響曲第４番」より／マスランカ 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：V 

天雷无妄／天野正道 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

トリトン・エムファシス／長生淳 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：柴田裕二 課：V 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（G.M.Duker） 

 

活水女子大学吹奏楽部 指揮：三好直英 課：IV 

富士山-北斎の版画に触発されて-／真島俊夫 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：III 

バッハの名による幻想曲とフーガ／リスト（田村文生） 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：IV 

昂揚の漣／長生淳 

 

職場・一般の部 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚類 課：IV 

「交響的舞曲」より／ラフマニノフ（佐藤正人） 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田篤 課：IV 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より／ラヴェル（榛葉光

治） 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：IV 

トリプロ・トリプルム／高昌帥 

 

白子ウインドシンフォニカ 指揮：宮木均 課：IV 

交響曲第１番「グラール」より／天野正道 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤博 課：V 

眠るヴィシュヌの木／樽屋雅徳 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：IV 

コリアンダンス／高昌帥 

 

札幌ブラスバンド 指揮：米田浩哉 課：IV 

メタモルフォーゼ～吹奏楽による交響的変容／内藤友樹 

 

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 指揮：佐藤道郎 課：

III 

「ウォータイム・スケッチブック」より／ウォルトン（木村𠮷宏） 

 

ソノーレ・ウィンドアンサンブル 指揮：栗田健一 課：V 

「交響曲第９番」より／ショスタコーヴィチ（佐藤正人） 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

われらをめぐる海～レイチェル・カーソンに捧ぐ／阿部勇一 

 

西区市民吹奏楽団 指揮：松井裕子 課：III 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカｰナ」より／マスカーニ（宍倉晃） 

 

創価学会関西吹奏楽団 指揮：伊勢敏之 課：IV 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（中村俊

哉） 

 

横浜ブラスオルケスター 指揮：近藤久敦 課：III 

ディオニソスの祭／シュミット 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：IV 

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 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：I 

白磁の月の輝宮夜／樽屋雅徳 

 

ＮＴＴ西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：IV 

カルミナ・ブラーナ／オルフ（J.Krance） 

 

ヤマハ吹奏楽団浜松 指揮：須川展也 課：V 

交響曲第３番「四季連 」／長生淳 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：牛渡克之 課：II 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：IV 

ワイルド・グース／ジョージ 

 

相模原市民吹奏楽団 指揮：安西雄紀 課：IV 

Istillhaveadream／長生淳 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：II 

トッカータとフーガニ短調／J.S.バッハ（渡辺秀之） 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 

課：V 

Fantajia／高昌帥 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：IV 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（中村睦郎） 

 

北見吹奏楽団 指揮：松田彰光 課：IV 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 



泉シンフォニックウィンドオーケストラ 指揮：荒井富雄 課：IV 

吹奏楽のための協奏曲／高昌帥 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：IV 

ドデカフォニック・ファンファーレ／酒井格 

 

 

２０１９年 
第６７回全日本吹奏楽コンクール 

会場：名古屋国際会議場、リンクステーションホール青森 

 

＜課題曲＞ 

Ⅰ：「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲／林 大地 

Ⅱ：マーチ「エイプリル・リーフ」／近藤悠介 

Ⅲ：行進曲「春」／福島弘和 

Ⅳ：行進曲「道標の先に」／岡田康汰 

Ⅴ：「ビスマス・サイケデリアＩ」／日景貴文 

 

中学校の部 

 

徳島市国府中学校 指揮：福田久博 課：I 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

福井市成和中学校 指揮：山本雅代 課：II 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃） 

 

長野市立東北中学校 指揮：原 武男 課：I 

トリプロ・トリプルム／高 昌帥 

 

仙台市立向陽台中学校 指揮：佐藤啓子 課：I 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

北上市立上野中学校 指揮：柿沢香織 課：III 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

中央区立日本橋中学校 指揮：渡邊浩美 課：II 

「交響曲第３番」より／バーンズ 

 

豊中市立第十一中学校 指揮：橋本裕行 課：II 

紺碧の波濤／長生 淳 

 

福岡市立城南中学校 指揮：小寺 聡 課：II 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」／高 昌帥 

 

柏市立酒井根中学校 指揮：板垣優麻 課：II 

シンフォニエッタ第３番「響きの森」／福島弘和  

 

草加市立青柳中学校 指揮：浅井加奈子 課：II 

歌劇「トスカ」より／プッチーニ（宍倉 晃・冴木匠太郎） 

 

北斗市立上磯中学校 指揮：中條淳也 課：I 

フェスティバル・ヴァリエーション／スミス 

 

松戸市立第四中学校 指揮：須藤卓眞 課：II 

キクロシス／中橋愛生 

 

山口市立小郡中学校 指揮：田村恵美 課：I 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

徳島市城東中学校 指揮：藤本澄代 課：I 

交響曲第１番「アークエンジェルズ」／チェザリーニ 

 

日進市立日進西中学校 指揮：大竹礼子 課：I 

「交響曲第１番」より 第１楽章／シベリウス（大竹礼子） 

 

羽村市立羽村第一中学校 指揮：玉寄勝治 課：II 

交響曲第３番｢シンフォニー・ポエム｣より／ハチャトゥリアン（玉

寄勝治） 

 

鹿児島市立桜丘中学校 指揮：坂下武巳 課：II 

交響曲第１番「神曲」より／スミス 

 

松山市立西中学校 指揮：坪田美知子 課：II 

メトロポリス １９２７／グラハム 

 

浜松市立開成中学校 指揮：加藤幸太郎 課：IV 

吹奏楽のための交響詩「夜明けを駆ける幻影」／内藤友樹 

 

松戸市立小金中学校 指揮：上村二三子 課：II 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

高岡市立芳野中学校 指揮：大門 尚 課：I 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

生駒市立生駒中学校 指揮：山上隆弘 課：II 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

防府市立桑山中学校 指揮：中村武司 課：II 

「小組曲」より／ドビュッシー（加養浩幸） 

 

鹿児島市立武岡中学校 指揮：内田 貢 課：II 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

札幌市立清田中学校 指揮：多米恵理子 課：IV 

シンフォニエッタ第３番「響きの森」／福島弘和 

 

朝霞市立朝霞第一中学校 指揮：外﨑三吉 課：I 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より／マスカーニ（宍倉 

晃） 

 

越谷市立大相模中学校 指揮：田中秀和 課：II 

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 

 

出雲市立第一中学校 指揮：段 真大 課：III 

歌劇「サルタン皇帝の物語」より／リムスキー=コルサコフ（高 

昌帥・谷口栄一） 

 

山形市立第六中学校 指揮：小関恵美 課：II 

交響的狂詩曲／福島弘和 

 

宝塚市立中山五月台中学校 指揮：渡辺秀之 課：III 

「交響曲第２番」より／ラフマニノフ （平野達也・渡辺秀之） 

 

高等学校の部 

 

札幌日本大学高等学校 指揮：木田恵介 課：V 

歌劇「エレクトラ」より／R. シュトラウス（高木登古） 

 

春日部共栄高等学校 指揮：織戸祥子 課：V 

シンフォニエッタ第３番「響きの森」／福島弘和 

 

小松市立高等学校 指揮：安嶋俊晴 課：III 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

鹿児島県立松陽高等学校 指揮：立石純也 課：II 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（中村俊

哉） 

 

愛媛県立伊予高等学校 指揮：長谷川公彦 課：V 

B-A-C-Hに基づく幻想曲とフーガ／レーガー（田村文生） 

 

玉名女子高等学校 指揮：米田真一 課：II 

「GR」より シンフォニック・セレクション／天野正道 

 

柏市立柏高等学校 指揮：石田修一 課：II 

黎明のエスキース／阿部勇一 

 

秋田県立秋田南高等学校 指揮：奥山 昇 課：V 

交響曲１９９７「天地人」より／譚 盾（天野正道） 

 

明誠学院高等学校 指揮：稲生 健 課：II 

３つの交響的素描「海」より／ドビュッシー （藤田玄播） 

 

常総学院高等学校 指揮：本図智夫 課：I 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（本

図智夫） 

 

東海大学菅生高等学校 指揮：加島貞夫 課：V 



ブリュッセル･レクイエム／アッペルモント 

 

埼玉栄高等学校 指揮：奥 章 課：III 

歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より／チレア（宍倉 晃） 

 

東海大学付属高輪台高等学校 指揮：畠田貴生 課：II 

アニマ メア ルーチェ／福島弘和 

 

浜松聖星高等学校 指揮：土屋史人 課：II 

いにしえの時から／ヴァン=デル=ロースト 

 

明浄学院高等学校 指揮：小野川昭博 課：III 

トリトン・エムファシス／長生 淳 

 

活水高等学校 指揮：藤重佳久 課：II 

吹奏楽のための協奏曲／高 昌帥 

 

大阪府立淀川工科高等学校 指揮：丸谷明夫 課：II 

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け～全員の

踊り／ラヴェル（立田浩介） 

 

出雲北陵高等学校 指揮：原田 実 課：V 

バレエ音楽「ガイーヌ」第１組曲より／ハチャトゥリアン（鈴木英

史） 

 

富山県立富山商業高等学校 指揮：小西 衛 課：II 

復興／保科 洋 

 

聖ウルスラ学院英智高等学校 指揮：及川博暁 課：V 

交響的変容／三善 晃（遠藤正樹） ＊ 

 

光ヶ丘女子高等学校 指揮：日野謙太郎 課：V 

インヴォカシオン～「エル・プエルト」を元にして～／アラルコン 

 

愛知工業大学名電高等学校 指揮：伊藤宏樹 課：II 

ブリュッセル・レクイエム／アッぺルモント 

 

東海大学付属札幌高等学校 指揮：井田重芳 課：II 

シンフォニエッタ第３番「響きの森」／福島弘和 

 

習志野市立習志野高等学校 指揮：石津谷治法 課：II 

バレエ組曲「火の鳥」より／ストラヴィンスキー（R. Earels） 

 

東海大学付属大阪仰星高等学校 指揮：藤本佳宏 課：III 

交響詩「ローマの祭」より／レスピーギ（佐藤正人） 

 

福島県立磐城高等学校 指揮：橋本葉司 課：V 

管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」／ラヴェル（高木登古） 

 

岡山学芸館高等学校 指揮：中川重則 課：II 

巨人の肩にのって／グラハム 

 

香川県立坂出高等学校 指揮：田所 博 課：II 

富士山 ―北斎の版画に触発されて―／真島俊夫 

 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 指揮：宇畑知樹 課：II 

「美女と野獣」より／メンケン（森田一浩） 

 

東京都立片倉高等学校 指揮：馬場正英 課：II 

秘儀 VII〈不死鳥〉／西村 朗 

 

大学の部 

 

四国大学吹奏楽部 指揮：小川一彦 課：I 

ローザのための楽章／キャンプハウス 

 

医療創生大学吹奏楽団 指揮：根本直人 課：III 

復興／保科 洋 

 

富山大学吹奏楽団 指揮：建部知弘 課：II 

カラフル／井澗昌樹 

 

文教大学吹奏楽部 指揮：佐川聖二 課：V 

オルレアンの少女／天野正道 

 

福岡工業大学吹奏楽団 指揮：松井裕子 課：V 

３つの交響的スケッチ「海」より／ドビュッシー（佐藤正人） 

 

東海大学吹奏楽研究会 指揮：福本信太郎 課：V 

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より／バルトーク（加養浩

幸） 

 

活水女子大学吹奏楽部 指揮：三好直英 課：II 

交響曲第２番「キリストの受難」より／フェラン 

 

神奈川大学吹奏楽部 指揮：小澤俊朗 課：V 

「交響三章」より 第３楽章／三善 晃（小澤俊朗） ＊ 

 

創価大学パイオニア吹奏楽団 指揮：伊藤康英 課：V 

オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ／伊藤康英 

 

山口大学文化会吹奏楽部 指揮：松田和寛 課：IV 

楽劇「サロメ」より ７つのヴェールの踊り／R. シュトラウス（森

田一浩） 

 

龍谷大学吹奏楽部 指揮：若林義人 課：V 

ブリュッセル・レクイエム／アッペルモント 

 

静岡大学吹奏楽団 指揮：三田村 健 課：V 

交響曲第２番／長生 淳 

 

北海道教育大学函館校吹奏楽団 指揮：三笠裕也 課：III 

メトロポリス／河邊一彦 

 

職場・一般の部 

 

西区市民吹奏楽団 指揮：松井裕子 課：III 

歌劇「アンドレア・シェニエ」より／ジョルダーノ（宍倉 晃） 

 

Pastorale Symphonic Band 指揮：津堅直弘 課：V 

吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より／高 昌帥 

 

高松市民吹奏楽団 指揮：金川公久 課：I 

ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～／福島弘和 

 

札幌ブラスバンド 指揮：米田浩哉 課：III 

「ドラゴンの年」より／スパーク 

 

浜松交響吹奏楽団 指揮：浅田 享 課：II 

リグ・ヴェーダ 天地創造への賛歌／清水大輔 

 

宝塚市吹奏楽団 指揮：渡辺秀之 課：I 

歌劇「イーゴリ公」より／ボロディン（M. Hindsley） 

 

大津シンフォニックバンド 指揮：森島洋一 課：IV 

ウインドオーケストラのためのナイトフォニー／高 昌帥 

 

百萬石ウィンドオーケストラ 指揮：仲田 守 課：III 

バッハザイツ／シュテルト 

 

川越奏和奏友会吹奏楽団 指揮：佐藤正人 課：V 

「交響曲第１０番」より 第２・第４楽章／ショスタコーヴィチ（天

野正道） 

 

秋田吹奏楽団 指揮：遠藤文成 課：I 

アスファルト・カクテル／マッキー 

 

創価グロリア吹奏楽団 指揮：中村睦郎 課：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 

 

光ウィンドオーケストラ 指揮：佐藤 博 課：V 

クロスファイヤ ノーベンバー ２２／樽屋雅徳 

 

NTT西日本中国吹奏楽クラブ 指揮：金田康孝 課：II 

パガニーニの主題による幻想変奏曲／バーンズ 

 

Nisshin Wind Orchestra 指揮：清野雅子 課：I 

交響詩「ドン・ファン」／R. シュトラウス（森田一浩） 

 

出雲吹奏楽団 指揮：小西慶一 課：II 

二つの交響的断章／ネリベル 

 

川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 指揮：福本信太郎 



課：V 

ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール（愛と祈りの

歌）／松下倫士 

 

ブリヂストン吹奏楽団久留米 指揮：冨田 篤 課：IV 

バレエ音楽「三角帽子」より／ファリャ（榛葉光治） 

 

グラールウインドオーケストラ 指揮：佐川聖二 課：III 

ボレアス ～北風の神の神話～／福島弘和 

 

上磯吹奏楽団 指揮：澤邊 諒 課：II 

バレエ音楽「アパラチアの春」／コープランド（森田一浩） 

 

春日市民吹奏楽団 指揮：八尋清繁 課：II 

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 

 

大曲吹奏楽団 指揮：小塚 類 課：III 

バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より／レスピーギ（田村裕

三） 

 

藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 指揮：藤原大征 課：I 

トリトン・デュアリティ／長生 淳 

 

名取交響吹奏楽団 指揮：奥村伸樹 課：II 

タイム・フォー・アウトレイジ!／ピュッツ 

 

西宮市吹奏楽団 指揮：小谷康夫 課：I 

われらをめぐる海～レイチェル・カーソンに捧ぐ～／阿部勇一 

 

東京隆生吹奏楽団 指揮：畠田貴生 課：II 

ムジカ・クインクウェ・プレナ／高 昌帥 

 

ムジカグラート氷見 指揮：瀬尾宗利 課：I 

「交響曲第４番」より 第１・第３・第４楽章／アーノルド（瀬尾宗

利） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊印の曲は著作権の関係上、収録しておりません。 


