全日本吹奏楽コンクール第23回秋田県大会
日 時 1981年9月4日（金）小学校・中学校Ｃの部・特別演奏、9月5日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、
9月6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 9月4日（金）
小野崎通男 渡部 護 谷 慶郎 四反田素幸 進藤史生 大越 寿 羽川 正
9月5日（土）・6日（日）
有賀誠門 菅原 眸 黒岩英臣 小野崎通男 渡部 護 谷 慶郎 進藤史生
課題曲 Ａ イリュージョン（鵜沢正晴）
Ｂ 東北地方の民謡によるコラージュ（櫛田朕之扶）
Ｃ シンフォニック・マーチ（斎藤正和／上岡洋一）
Ｄ 行進曲「青空の下で」（坂本 智／藤田玄播）
小学校の部
渟城第一小学校／佐藤タミ子 西部の人々（ワルタース）
日新小学校／吉田 茂 序曲 「デヴォンシア」（プロイアー）
川尻小学校／進藤銈治（金賞） ポンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
新山小学校／中村八郎 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
内小友小学校／佐藤敏雄 シバの女王（ローレン）
角館西小学校／滑川道彦（金賞・代表） バンドのための民話（カウディル）
中通小学校／沓沢憲明 序曲「イシターの凱旋」（オリヴァドッティ）
千屋小学校／高階昭男（金賞） バンドのための民話（カウディル）
十文字第一小学校／月沢明子（金賞） バンドのための幻想曲（エリクソン）
中学校Ｃクラスの部
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｄ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
合川中学校／宮野喜代三 [Ａ] サスカッチャンの山（リード）
下浜中学校／石黒須磨子 [Ｄ] 序曲「ヒッコリーの丘」（フランカイザー）
矢立中学校／辻 淑子 [Ｄ] 序曲「良い娘」（ピッチーニ）
由利中学校／菊地道代 [Ａ] 皇帝への頌歌（モリセイ）
東雲中学校／納谷晋一（金賞） [Ａ] カンタベリー組曲（タッジェンホルスト）
山田中学校／高橋不二夫 [Ｃ] カンタベリー組曲（タッジェンホルスト）
浅舞中学校／藤原浩子 [Ａ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ）
南外中学校／岸 サト [Ａ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
刈和野中学校／佐川洋一（金賞） [Ｂ] 「エルシノア城」序曲（ホエアー）
下川沿中学校／小林カネ [Ｄ] 皇帝への頌歌（モリセイ）
仙南中学校／佐藤紘太郎 [Ｄ] 「コベントリー」序曲（ダッジェンホルスト）
成章中学校／成田 高 [Ｃ] 序奏とカプリス（カーター）
八幡平中学校／阿部和子（金賞） [Ａ] 吹奏楽のための神話（大栗 裕）
皆瀬中学校／草彅芳哉 [Ｄ] 序曲「エンセナータ」（オリヴァドッティ）
道川中学校／羽川佳代子 [Ｃ] 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
東由利中学校／三條正弘（金賞） [Ａ] 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
西目中学校／佐々木勝敏 [Ｄ] へリテージ序曲（カウディル）
六郷中学校／林 誠 [Ａ] ウエストウッド ポートレイト（スピアーズ）
特別演奏 ＊全国大会５年連続金賞受賞記念＊
秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部／髙橋紘一
「童謡によるファンタジー」より（野田暉行）・交響詩「モルダウ」（スメタナ）
中学校Ｂクラスの部
秋田西中学校／笹川 清 [Ａ] カッチア（マクベス）
鳳中学校／松塚光雄 [Ｄ] 序奏とカプリス（カーター）
五城目第一中学校／山平秋明 [Ｃ] 序曲「祝典」（エリクソン）
能代第二中学校／平川千代重（金賞・代表） [Ａ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッへンバック）
高清水中学校／佐藤文男 [Ａ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
花輪第一中学校／石井 功 [Ｂ] 組曲「惑星」より木星（ホルスト）
雄勝中学校／大野桂ニ [Ｄ] 交響詩「フィンランディア」（シベリウス）
雄物川中学校／小野寺建子 [Ｂ] 交響的舞曲第３番（ウィリアムズ）
尾去沢中学校／畠山敦子 [Ａ] 吹奏楽のための木挽歌より（小山清茂）
本荘南中学校／佐藤修一（金賞） [Ａ] 「ローマの謝肉祭」序曲（ベルリオーズ）
大曲南中学校／築地健輔 [Ｂ] 序曲「祝典」（エリクソン）

秋田大学附属中学校／原田 滋（金賞） [Ｂ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
秋田北中学校／分銅昌身 [Ｃ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
中仙中学校／中村恵寿 [Ｂ] 交響組曲「シェへラザード」より第４楽章（リムスキー＝コルサコフ）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ｄ] 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（ヴェルディ）
大学の部
秋田大学／佐藤 篤（金賞・代表） [Ａ] 吹奏楽のための神話〜天の岩戸での物語による〜（大栗 裕）
秋田工業高等専門学校／木村一昭 [Ｂ] 黙示録（ジェイガー）
中学校Aクラスの部
湯沢北中学校／大塚捷平 [Ａ] 吹奏楽のための哀歌（兼田 敏）
能代第一中学校／佐々木貞治 [Ｂ] 交響曲第八番より第１楽章（ドボルザーク）
大館第一中学校／畠山清多 [Ａ] 交響曲第八番より第１楽章（ドボルザーク）
湯沢南中学校／小西翔一（金賞・代表） [Ａ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
城南中学校／高貝忠憲（金賞・代表） [Ｂ] 交響曲第五番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
秋田東中学校／太田玄一郎 [Ｂ] スラブ狂詩曲（フリードマン）
仁賀保中学校／佐々木昭二 [Ａ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
泉中学校／大山 篤（金賞） [Ａ] 「三角帽子」より粉屋の踊り・終曲の踊り（ファリア）
十文字中学校／佐藤 伸 [Ａ] 交響曲変ロ長調より第１楽章「序曲」（フォーシェ）
天王中学校／小野安弘 [Ａ] 交響組曲「シェエラザード」より第４楽章（リムスキー＝コルサコフ）
秋田南中学校／田口利弘 [Ｂ] 「メキシコの祭り」より第１楽章（オーエン・リード）
山王中学校／羽川 誠（シード） [Ｂ] ロシアの復活祭（リムスキー＝コルサコフ）
高等学校Ｂクラスの部
米内沢高等学校／浜松隆寛 [Ａ] 三つのノクターンより「祭り」（ドビッシー）
雄勝高等学校／夏目由美子 [Ｂ] 喜歌劇「美しきガラティア」序曲（スッペ）
五城目高等学校／塩谷 栄 [Ｄ] 序曲「祝典」（エリクソン）
西目農業高等学校／赤根谷マリ子 [Ａ] パッサカリア（リード）
大館商業高等学校／野口忠良 [Ｂ] シンフォニア・ノビリシマ（ジェイガー）
能代商業高等学校／袴田三司 [Ａ] シンフォニック・サーム（スミス）
秋田西高等学校／佐藤 滋（金賞・代表） [Ａ] 交響曲第十番よリ第４楽章（ショスタコーヴィチ）
湯沢北高等学校／笹渕 篤 [Ａ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄 [Ｄ] スラブ舞曲２番・８番（ドヴォルサーク）
秋田市立高等学校／伊藤和暁 [Ｃ] アルメニアンダンス パートⅠ（リード）
大曲工業高等学校／石塚 保 [Ａ] 祝典序曲（ショスタコーヴィチ）
能代北高等学校／妹尾 弘 [Ｂ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
角館高等学校／藤沢京孝（金賞） [Ｂ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
増田高等学校／栗河 忠 [Ｂ] シンフォニックバンドのための序曲（兼田 敏）
十和田高等学校／渡部 清（金賞・代表） [Ａ] 交響組曲「シェへラザード」より第二楽章（リムスキー＝コルサコフ）
一般の部
秋田吹奏楽団／佐々木保（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「ローエングリン」より「幸ある道をお行きなさい」
（ワーグナー）
十文字吹奏楽団／佐藤伸夫 [Ａ] 喜歌劇「美しきガラティア」序曲（スッペ）
能代市民吹奏楽団／佐々木貞治 [Ｂ] 序曲「ペーター・シュモール」（ウェーバー）
大曲吹奏楽団／坂本 昌（金賞） [Ｂ] バンドのための交響曲より第４楽章（ジェイガー）
高等学校Ａクラスの部
能代工業高等学校／武田一成 [Ａ] 吹奏楽のための神話〜天の岩戸の物語による〜（大栗 裕）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ｂ] スキタイ組曲「アラとロリ」より第１・４曲（プロコフィエフ）
鷹巣高等学校／川口洋一郎 [Ｂ] 「フィンガルの洞窟」序曲（メンデルスゾーン）
横手高等学校／佐川郁夫 [Ｂ] 組曲「パシフィック・セレブレーション」より 祈り・パレード（ニクソン）
能代高等学校／浅野洋一 [Ｂ] 二つの交響的断章（ネリベル）
秋田経済大学附属高等学校／田口祐二郎 [Ａ] 交響的舞曲第３番（ウィリアムス）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ａ] 交響曲第一番より第４楽章（サン＝サーンス）
秋田高等学校／大友正勝 [Ｂ] 狂詩曲「タラス・ブーリバ」より（ヤナーチェク）
大曲高等学校／高橋 馨（金賞・代表） [Ｂ] 交響三章より第二楽章（三善 晃）
花輪高等学校／小林久仁郎（シード） [Ｂ] 交響曲第３番ハ短調作品44より第一楽章（プロコフィエフ）

