
全日本吹奏楽コンクール第24回秋田県大会
日 時 1982年9月11日（土）高等学校Ｂ・大学・高等学校Ａの部、9月12日（日）中学校Ｂ・一般・中学校Ａの部、

9月15日（祝）小学校・中学校Ｃ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11日（土）・12日（日）

鈴木竹男 浦田健次郎 田宮堅二 藤沢 孚 松本秋次 高橋 惇 四反田素幸
9月15日（祝）
松本秋次 嶋 政雄 高橋 惇 四反田素幸 進藤史生 大越 寿 羽川 正

課題曲 Ａ 吹奏楽のための「カプリチオ」（吉田公彦）
Ｂ 序奏とアレグロ（木下牧子）
Ｃ アイヌの輪舞（早川博二）
Ｄ サンライズ・マーチ（岩河三郎）

高等学校Ｂクラスの部
聖霊女子短期大学付属高等学校／熊谷恭孝（金賞） [Ｃ] 「ポルティーチの唖娘」序曲（オーベール）
能代工業高等学校／武田一成 [Ｃ] 交響的断章（ネリベル）
湯沢北高等学校／栗河 忠 [Ａ] 交響組曲「シェヘラサード」より第２楽章（リムスキー＝コルサコフ）
能代北高等学校／妹尾 弘 [Ａ] 交響管弦楽のための音楽（芥川也寸志）
雄勝高等学校／夏目由美子（金賞・代表） [Ｃ] 交響曲第８番より第４楽章（ドボルザーク）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ａ] 交響曲第４番より第３楽章（ブルックナー）
角館南高等学校／島森道邦 [Ａ] バレエ音楽「ファウスト」より（グノー）
大曲工業高等学校／石塚 保（金賞） [Ｄ] 「第２組曲」よリファンファーレ・スケルッツオ（ジェイガー）
秋田中央高等学校／伊藤和暁 [Ａ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
米内沢高等学校／浜松隆寛 [Ａ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
大館南高等学校／斎藤祐樹 [Ａ] 「メキシコの祭り」よりカーニバル（オーエン・リード）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄 [Ｄ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
西目農業高等学校／笹渕 篤 [Ａ] ジュビラント序曲（リード）
角館高等学校／藤沢京孝（金賞・代表） [Ａ] バレエ組曲「ガイーヌ」よりアイシェの目覚めと踊り、レスキンカ（ハ
チャトゥリャン）
大学の部
秋田大学／谷 慶郎（金賞・代表） [Ｂ] 古祀（保科 洋）
秋田工業高等専門学校／石井久人 [Ｄ] ジュビラント序曲（リード）
高等学校Ａクラスの部
大曲高等学校／高橋 馨 [Ｂ] 第１交響曲（バーバー）
秋田西高等学校／佐藤 滋 [Ｂ] 交響曲第１１番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
横手高等学校／佐川郁夫 [Ｂ] 古祀（保科 洋）
能代高等学校／中田正則 [Ｂ] プラハのための音楽「１９６８」より第４楽章（フーサ）
湯沢高等学校／小野 彪 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
鷹巣高等学校／川口洋一郎 [Ｂ] 歌劇「サロメ」より７つのヴェールの踊り（Ｒ・シュトラウス）
秋田高等学校／大友正勝（金賞・代表） [Ｂ] 交響曲第５番より第1楽章（プロコフィエフ）
大館鳳鳴高等学校／田山伸夫 [Ｂ] バレエ音楽「スパルタカス」より 三つのダンスエピソード（ハチャトゥリャン）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ｂ] 交響曲より第４楽章（矢代秋雄）
花輪高等学校／小林久仁郎（シード） [Ｂ] 交響曲第１番変ロ短調より第４楽章（ウォルトン）
秋田南高等学校／髙橋紘一（シード） [Ｂ] パロディ的四楽章より第４楽章「ルーセル」（深井史郎）
中学校Ｂクラスの部
花輪第一中学校／木次谷茂郎（金賞・代表） [Ｄ] 組曲「グランド・キャニオン」より山道を行く（グローフェ）
五城目第一中学校／小林 理 [Ｃ] 「ランドマーク」序曲（カウディル）
東成瀬中学校／小川 勉 [Ａ] バンドのための民話（カウディル）
能代第二中学校／平川千代重 [Ａ] バンドのための序曲（メンデルスゾーン）
尾去沢中学校／阿部和子（金賞） [Ａ] 吹奏楽のための序曲「飛鳥」（櫛田朕之扶）
本荘北中学校／三條正弘（金賞） [Ｃ] アルメニアンタンス・パートI （リード）
羽後中学校／篠木道子（金賞） [Ｃ] 組曲「展覧会の絵」よりバーバヤーガの小屋・キエフの大門（ムソルグスキー）
中仙中学校／阿部澄子 [Ｄ] 海の歌（ミッチェル）
秋田北中学校／分銅昌身 [Ｃ] 歌劇「セビリアの理髪師」序曲（ロッシーニ）
将軍野中学校／佐藤文男 [Ｄ] 古祀（保科 洋）
外旭川中学校／金 重男 [Ｄ] 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ）
秋田大学附属中学校／原田 滋 [Ａ] 歌劇「サンバ」序曲（エロール）
雄物川中学校／小野寺建子（金賞・代表） [Ａ] 角笛の日（スピアーズ）



雄勝中学校／大野桂二 [Ｃ] 序曲「フィンガルの洞窟」（メンデルスゾーン）
一般の部
大曲吹奏楽団／坂本 昌 [Ｂ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
秋田吹奏楽団／佐々木保（金賞・代表） [Ｄ] トッカータとフーガニ短調（バッハ）
仙北吹奏楽団／伊藤淳治 [Ａ] 吹奏楽のための第二組曲より（リード）
大館吹奏楽団／田山伸夫 [Ａ] アルヴァマー序曲（バーンス）
中学校Ａクラスの部
城東中学校／加藤昌弘 [Ｂ] 幻想交響曲より第５楽章（ベルリオーズ）
秋田南中学校／田口利弘（金賞・代表） [Ｃ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
湯沢南中学校／小西翔一 [Ａ] 歌劇「ベアトリスとベネディクト」序曲（ベルリオーズ）
泉中学校／大山 篤 [Ｂ] 交響詩「海」より第３楽章（ドビッシー）
大曲中学校／田村 忍 [Ｂ] バンドのための交響曲より（ジェイガー）
能代第一中学校／納谷晋一 [Ａ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
十文字中学校／佐藤和行 [Ａ] 「絵のような風景」よりボヘミアの祭り（マスネ）
大館第一中学校／吉成 真 [Ａ] 組曲「惑星」より木星（ホルスト）
城南中学校／高貝忠憲 [Ｄ] アルメニアンタンス・パートⅡより第３楽章（リード）
山王中学校／羽川 誠（金賞・代表） [Ｂ] 交響組曲「春」より第２楽章（ドビッシー）
本荘南中学校／佐藤修一 [Ａ] 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）
小学校の部
千屋小学校／高階昭男 水上の音楽より（ヘンデル）
中通小学校／沓澤憲明（金賞） マーチ「青空の下で」（坂本 智）
川尻小学校／進藤銈治 コラールとフェスティバルマーチ（ヴァレント）
新山小学校／中村八郎 アバロンの夜（オリヴァドッティ）
渟城第一小学校／児玉 芳 ウェールズの歌（オリヴァーディビス）
渟城第二小学校／武田幸治 序曲「桂冠詩人」（オリヴァドッティ）
角館西小学校／鈴木明美（金賞） 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
秋田大学附属小学校／佐良土惇（金賞） シャンソンとブーレ（エリクソン）
内小友小学校／千葉徳子 アメリカン・フィーリング（小田裕一郎）
十文字第一小学校／月沢明子（金賞・代表） 「スラブ舞曲」作品４６より第３番（ドボルザーク）
中学校Ｃクラスの部
森吉中学校／成田徹哉（金賞） [Ｃ] 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
皆瀬中学校／草彅芳哉 [Ｃ] バンドのための民話（カウディル）
下浜中学校／石黒須磨子 [Ｄ] スー族の旋律による変奏曲（プロイアー）
太田中学校／福山こう子 [Ｃ] インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
山田中学校／高橋不二夫 [Ｄ] 「ブルスキーノ氏」序曲（ロッシーニ）
由利中学校／菊地道代 [Ａ] 序曲「曠野をゆく」（石井 歓）
刈和野中学校／佐川洋一 [Ａ] ラプソディック・エピソード（カーター）
雄和中学校／富樫征一 [Ｃ] 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
六郷中学校／林 誠 [Ｃ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
八幡平中学校／石川軍平 [Ａ] 吹奏楽のための交響曲より第４楽章（ジェイガー）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｃ] 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ）
八竜中学校／平川 淳 [Ｄ] シンフォニック・プレリュード（リード）
浅舞中学校／藤原浩子 [Ｃ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
千畑中学校／林 洋子 [Ｃ] 序奏とカプリス（カーター）
大曲西中学校／小山フミ子 [Ｄ] 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ）
合川中学校／宮野喜代三（金賞） [Ａ] 交響曲第8番より（ドボルザーク）
矢島中学校／加藤浩子 [Ｃ] バンドのためのトッカータ（エリクソン）
下川沿中学校／岩崎清三 [Ｃ] 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
岩城中学校／羽川佳代子 [Ｄ] ヒッコリーの丘（フランカイザー）
南外中学校／岸 サト（金賞） [Ｃ] インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
東雲中学校／小笠原剛（金賞） [Ｃ] 序曲「祝典」（エリクソン）
井川中学校／津谷 聡 [Ｃ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）


