
連盟創立20周年記念 全日本吹奏楽コンクール第20回秋田県大会
日 時 1978年8月25日（金）中学校D・小学校・中学校Cの部、26日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、27日（日）

高等学校Ｂ・大学・高等学校Ａの部
会 場 秋田県民会館
主 催 秋田県吹奏楽連盟 朝日新聞社 秋田県教育委員会
後 援 秋田県音楽教育研究会 秋田魁新報社 ＮＨＫ秋田放送局 ＡＢＳ秋田放送 ＡＫＴ秋田テレビ
主 管 中央地区吹奏楽連盟
審査員 秋山紀夫 小松一彦 平田大三 高橋 惇 谷 慶郎 渡部 護 荒川広秀
課題曲 Ａ ジュビラーテ（ジェイガー）

Ｂ 力ント（マクベス）
Ｃ ポップス変奏曲「かぞえうた」（岩井直溥）
Ｄ 行進曲「砂丘の曙」（上岡洋一）

中学校Dクラスの部
十文字西中学校／石田征子 [Ｂ] リートニア序曲（ワルターズ）
上小阿仁中学校／萩野勝太郎 [Ｄ] リートニア序曲（ワルターズ）
南外中学校／岸 サト [Ｄ] ポンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
千畑中学枚／林 洋子 [Ｄ] タングルウッド序曲（タッジェンホルスト）
土川中学校／備前伸子（金賞） [Ｄ] シャンソンとプーレ（エリクソン）
神代中学校／阿部澄子 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
井川中学校／原田 滋（金賞） [Ｂ] リートニア序曲（ワルターズ）
大沢郷中学校／斎藤義隆（金賞） [Ｄ] リートニア序曲（ワルターズ）
八森中学校／工藤太刀雄（金賞） [Ｂ] エンセナーダ（オリヴァドッテイ）
六郷中学校／林 誠 [Ｂ] 「深い河」狂詩曲（ワルターズ）
小学校の部
能代渟城第一小学校／佐藤タミ子（金賞） 「アバロンの夜」序曲（オリヴァドッテイ）
日新小学校／吉田 茂 行進曲「雷神」（スーザ）
川尻小学校／進藤銈治（金賞） パリのあやつり人形（マーチン、ユールター）
角館小学校／福島登茂子（金賞） 「青い尾根」序曲（エリクソン）
中学校Cクラスの部
雄和中学校／富樫征一 [Ｃ] シノプシス フォアバンド（フォースブラット）
八郎潟中学校／佐藤信也 [Ｄ] ウェールズの歌（オリヴァーディヴィス）
東雲中学校／納谷晋一 [Ｂ] 「バラの謝肉祭」序曲（オリヴァドッティ）
八幡平中学校／阿部和子（金賞） [Ｃ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
浅舞中学校／藤原浩子 [Ｄ] ヘリテージ序曲（カウディル）
太田中学校／米川千栄子（金賞） [Ｄ] ランドマーク序曲（カウディル）
本荘北中学校／小園貞雄 [Ｃ] 管楽器のための序曲（カーター）
森吉中学校／宮野喜代三 [Ｄ] シンフォニックバンドのための序曲（兼田 敏）
東能代中学校／小笠原剛 [Ｄ] バンドのための幻想曲（エリクソン）
外旭川中学校／大槻富砂子 [Ａ] ポンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
出羽中学校／佐藤真知子 [Ｃ] バンドのための民話（カウディル）
大館第二中学校／小笠原信子 [Ｂ] 管楽器のための序曲（カーター）
中仙中学校／中村恵寿 [Ｄ] 「小組曲」より小舟にて・行列（ドビッシー）
道川中学校／羽川佳代子 [Ｄ] バンドのための幻想曲（エリクソン）
大雄中学校／戸田頼章 [Ｄ] ベンジーのテーマ（ユエル・ボックス）
浅内中学校／田村正子 [Ｂ] バンドのための民話（カウディル）
常盤中学校／佐々木貞治（金賞） [Ｂ] トロイのマーチ（ベルリオーズ）
下浜中学校／石黒須磨子（金賞） [Ｄ] 序曲「曠野をゆく」（石井 歓）
山田中学校／吉川鉄也 [Ａ] 「スペイン組曲」よリセビリア（アルベニス）
中学校Bクラスの部
象潟中学校／国松京子 [Ａ] 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ）
秋田北中学校／石岡邦治 [Ｃ] 献呈序曲（ウィリアムズ）
湯沢北中学校／大塚捷平 [Ａ] コンサート ミニアチュア（ミッチェル）
尾去沢中学校／高橋淑子（金賞） [Ｃ] 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール（サン＝サーンス）
能代第一中学校／田村昭夫 [Ｃ] レーモン序曲（トマ）
秋大附属中学校／羽川 正（金賞・代表） [Ｃ] 序曲「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
角館中学校／倉橋正伸（金賞） [Ａ] 祝典序曲（ショスタコーヴィチ）
五城目第一中学校／山平秋明 [Ｃ] 歌劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（ワーグナー）
本荘南中学校／高橋雅博 [Ａ] コラールとフーガト短調（バッハ）
横手南中学校／下田千良 [Ａ] シャンソンとブーレ（エリクソン）
土崎中学校／金 重男 [Ａ] 「十字軍の兵士シグール」より勝利をたたえる行進曲（グリーグ）



能代第二中学校／松岡隆一 [Ａ] ラルゲットとアレグロ ソナタop1の4より（へンデル）
醍醐中学校／糸井潤二 [Ｂ] フェスティーボ（ネリベル）
平和中学校／田口 慶 [Ｃ] シンフォニック・ジュビリー（ジェンキンス）
花輪第一中学校／石井 功（金賞・代表） [Ｃ] 交響組曲「シェエラザード」より祭・海・終曲（リムスキー＝コルサ
コフ）
羽後中学校／児玉文雄（金賞） [Ａ] コベントリー序曲（タッジェンホルスト）
雄物川中学校／小野寺建子 [Ａ] エレクトラ（フォースブラッド）
大学の部
秋田大学吹奏楽団／高橋澄雄（金賞・代表） [Ｄ] 水上の音楽より（へンデル）
秋田工業高等専門学校／工藤靖彦 [Ａ] 戴冠式行進曲「王冠」（ウォルトン）
中学校Aクラスの部
高清水中学校／大山 篤 [Ｃ] バレエ音楽「ペトルーシュカ」より第４場（ストラヴィンスキー）
城南中学校／大越 寿 [Ａ] 祝典序曲（イベール）
生保内中学校／佐藤騏一郎 [Ｃ] 歌劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（ワーグナー）
大館第一中学校／成田 高 [Ａ] ジュビラント序曲（リード）
山王中学校／羽川 誠（金賞・代表） [Ａ] 交響詩「海」より第３楽章（ドビッシー）
大曲中学校／坂本 昌 [Ａ] 組曲「道化師」より（カバレフスキー）
秋田南中学校／加藤昌弘 [Ｃ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
湯沢南中学校／小西翔一（金賞・代表） [Ｃ] 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲（ロッシーニ）
秋田東中学校／太田玄一郎 [Ａ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
稲川中学校／高橋不二夫 [Ｂ] アレルヤ！ラウダムス・テ（リード）
仁賀保中学校／田口利弘 [Ａ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
十文字中学校／佐藤 伸 [Ｄ] 交響曲第３番よりフィナーレ（サン＝サーンス）
高等学校Ｂクラスの部
横手工業高等学校／林 茂 [Ａ] マスク（マクベス）
十和田高等学校／渡部 清（金賞） [Ａ] パリのアメリカ人（ガーシュイン）
大館工業高等学校／田山伸夫 [Ａ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
大曲工業高等学校／塩谷 栄 [Ｃ] フェスティーボ（ネリベル）
増田高等学校／栗河 忠 [Ａ] 「展覧会の絵」より ババヤーガの小屋・キエフの大門（ムソルグスキー）
六郷高等学校／高橋 弘 [Ａ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
角館高等学校／藤沢京孝（金賞） [Ａ] 交響的舞曲第３番（ウィリアムス）
秋田経済大学附属高等学校／新田目皓嗣（金賞・代表） [Ｃ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞） [Ａ] 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
西仙北高等学校／三浦良一 [Ａ] 交響詩「ローマの噴水」より朝のトリトンの噴水・昼のトレヴィの噴水（レスピーギ）
能代高等学校／浅野洋一 [Ａ] 吹奏楽のための哀歌（兼田 敏）
秋田和洋女子高等学校／越中屋良一 [Ｃ] 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲（ロッシーニ）
大曲農業高等学校／岡本繁雄 [Ｃ] シンフォニックバンドのための狂詩曲「ジェリコ」（グールド）
雄物川高等学校／佐藤 滋 [Ａ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
大館鳳鳴高等学校／佐藤正憲 [Ａ] 吹奏楽のためのパッサカリア（兼田 敏）
湯沢商業高等学校／奥山雅夫 [Ａ] ファンタジア・インF（モーツァルト）
西目農業高等学校／笹渕 篤 [Ａ] 小交響曲ディバージェンツ第３・４楽章（マクベス）
鷹巣高等学校／川口洋一郎（金賞・代表） [Ａ] 三つのノクターンより「祭り」（ドビッシー）
一般の部
秋田吹奏楽愛好会／米沢東逸 [Ａ] 交響曲第３番よりフィナーレ（マーラー）
横手吹奏楽団／小川文男 [Ａ] リチュルカーレ（バッハ）
生保内吹奏楽団／田口祐二郎 [Ｃ] 「カレリア組曲」より インテルメッツオ・マーチ（シベリウス）
能代市民吹奏楽団／佐々木貞治（金賞・代表） [Ｃ] 歌劇「ベアトリスとベネディクト」序曲（ベルリオーズ）
仙北吹奏楽団／木元一幸 [Ｄ] ローマ行進曲（グノー）
高等学校Ａクラスの部
能代工業高等学校／佐藤良紀 [Ａ] ジュビラント序曲（リード）
秋田高等学校／伊藤吉雄（金賞・代表） [Ａ] 舞踊組曲「ロデオ」より カウボーイの休日（コープランド）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ａ] トッカータとフーガニ短調（バッハ）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ａ] 交響曲第１番二短調より第４楽章（ラフマニノフ）
横手高等学校／石塚 保 [Ａ] 歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲（シャブリエ）
大曲高等学校／高橋 馨 [Ａ] 交響詩「海」より第３楽章（ドビッシー）
本荘高等学校／北村克哉 [Ａ] 交響組曲「シェエラザード」より第２楽章（リムスキー＝コルサコフ）
湯沢高等学校／小西良悦 [Ａ] 二つの交響的断章（ネリベル）
秋田南高等学校／髙橋紘一（シード） [Ａ] 管弦楽のための協奏曲（三善 晃）


