
全日本吹奏楽コンクール第25回秋田県大会
日 時 1983年9月15日（祝）小学校・中学校Ｃの部、9月17日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、

9月18日（日）高等学校Ｂ・職場・一般・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 秋田県高等学校文化連盟
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15日（祝）

松本秋次 嶋 政雄 高橋 惇 木次谷茂郎 進藤史生 渡部 護 四反田素幸
9月17日（土）・18日（日）
久山恵子 村井祐児 北爪道夫 熊田為宏 嶋 政雄 高橋 惇 四反田素幸

課題曲 Ａ 吹奏楽のためのインヴェンション第1番（内藤淳一）
Ｂ 白鳳狂詩曲（藤掛廣幸）
Ｃ カドリーユ（後藤 洋）
Ｄ キューピッドのマーチ（川崎 優）

小学校の部
角館西小学校／鈴木明美 バンドのための民話（カウディル）
四ツ屋小学校／佐藤敏雄（金賞）アフリカンシンフォニー（マッコイ）・さらばジャマイカ（ジャマイカ）
渟城第二小学校／武田幸治 タングルウッド序曲（タッジェンホルスト）
十文字第一小学校／高橋多津子（金賞） イギリス民謡組曲（Ｗ．ウィリアムス）
秋田大学附属小学校／佐良土惇（金賞） ウェールズの歌より（オリバーディヴィス）・インヴィクタ序曲（スウェア
リンジェン）
千屋小学校／高階昭男 森の鍛治屋（ミヒヤエリス）・主よ人の望みよ喜びよ（バッハ）
角館東小学校／千葉邦男 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）・子供の世界（コフィールド）
渟城第一小学校／石井一郎 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
平沢小学校／小松勝茂 ボンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
川尻小学校／進藤銈治（金賞・代表） 序奏とカプリス（カーター）
渟城第三小学校／加藤智子 西部の人たち（ワルターズ）
中学校Ｃクラスの部
森吉中学校／成田徹哉 [Ｃ] 儀式とカプリチオ（スピアーズ）
南外中学校／林 洋子 [Ａ] 序曲「自由」（エドモンソン）
下浜中学校／石黒須磨子（金賞） [Ｃ] ページェント序曲（ロ・プレスティ）
皆瀬中学校／草彅芳哉 [Ｃ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
八郎潟中学校／佐藤信也 [Ａ] 歌劇「タンクレディ」序曲（ロッシーニ）
比内中学校／佐々木淳 [Ｃ] 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｃ] ペーター・シュモール（ウェーバー）
仙南中学校／米川千栄子 [Ｄ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ａ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ）
大曲西中学校／鈴木真澄 [Ｃ] バンドのための民話（カウディル）
太田中学校／福山こう子 [Ａ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
岩見三内中学校／伊藤真琴 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
醍醐中学校／遠藤恒夫 [Ｃ] チェスフォード・ポートレーイ（スウェアリンジェン）
成章中学校／成田 高 [Ａ] 「ケンブリッジ」序曲（タッジェンホルスト）
東能代中学校／田村正子（金賞） [Ａ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
由利中学校／菊地道代 [Ｃ] バンドのための民話（カウディル）
東雲中学校／小笠原剛 [Ａ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
中学校Ｂクラスの部
東成瀬中学校／小川 勉 [Ｃ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
大館東中学校／河田卿典 [Ａ] 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス）
仁賀保中学校／佐々木昭二 [Ｃ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ）
秋田大学附属中学校／原田 滋（金賞） [Ｃ] 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲（ロッシーニ）
羽後中学校／篠木道子 [Ａ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ）
天王中学校／小野安広 [Ｃ] ハンガリー狂詩曲（リスト）
尾去沢中学校／阿部和子 [Ａ] 「斑鳩の空」より まほろば・夢殿・里人の踊り・斑鳩の空
大曲南中学校／築地健輔 [Ａ] 吹奏楽のためのバラード（浦田健次郎）
雄勝中学校／大野桂二 [Ｃ] 「シルビア」よりバッカスの行列（ドリーブ）
雄物川中学校／小野寺建子（金賞・代表） [Ｂ] バレエ音楽「スパルタクス」よりスリーダンスエピソード（ハチャト
ゥリャン）
外旭川中学校／金 重男 [Ａ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
本荘北中学校／三條正弘 [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）



能代第二中学校／平川千代重（金賞） [Ａ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
羽城中学校／佐藤三和子 [Ａ] 「インペラトリクス」序曲（リード）
大学の部
秋田工業高等専門学校／石井久人 [Ａ] 海の歌（ミッチェル）
秋田大学／谷 慶郎（金賞・代表） [Ｃ] 交響曲第3番「オルガン」（サン＝サーンス）
中学校Ａクラスの部
大館第一中学校／山田徳道 [Ａ] マスク（マクベス）
能代第一中学校／納谷晋一 [Ａ] 交響曲第８番より第４楽章（ドボルザーク）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ｃ] 交響組曲「シェへラサード」より第４楽章（リムスキー＝コルサコフ）
大曲中学校／伊藤辰雄 [Ｃ] シンフォニアノビリシマ（ジェイガー）
秋田南中学校／田口利弘 [Ａ] 交響曲第９番より第４楽章（ドボルザーク）
泉中学校／大山 篤 [Ｃ] 序曲「謝肉祭」（ドボルザーク）
鷹巣中学板／宮野重代三 [Ａ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
湯沢北中学校／大塚捷平 [Ａ] 前奏曲（リスト）
山王中学校／羽川 誠（金賞・代表）交響的舞曲より第３楽章（ラフマニノフ）
城南中学校／高貝忠憲（金賞） [Ｂ] 「幻想舞曲集」より夢・酒宴（トゥリーナ）
鳳中学校／佐藤 伸 [Ａ] 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス）
湯沢南中学校／小西翔一 [Ｃ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
高等学校Ｂクラスの部
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄（金賞・代表） [Ｃ] 序曲「謝肉祭」（ドボルザーク）
聖霊女子短期大学付属高等学校／熊谷恭孝 [Ｃ] 交響曲第１番より第４楽章（カリニコフ）
湯沢商業高等学校／小松田忠（金賞） [Ａ] 三つのノクターンより「祭り」（ドビッシー）
角館高等学校／藤沢京孝 [Ｂ] バレエ音楽「ロミオとジユリエット」よりモンタギユー家とキャピレット家・タイボル
トの死（プロコフィエフ）
大館南高等学校／高坂直幸 [Ａ] 交響詩「ローマの松」より（レスピーギ）
雄勝高等学校／夏目由美子 [Ｃ] 歌劇「タンホイザー」序曲（ワーグナー）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ｃ] 序曲「フィンガルの洞窟」（メンデルスゾーン）
大曲工業高等学校／石塚 保 [Ａ] 黙示録（ジェイガー）
西目農業高等学校／笹渕 篤 [Ａ] イスの王様（ラロ）
米内沢高等学絞／浜松隆寛 [Ａ] 第二組曲より（ホルスト）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ｃ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
職場の部
秋田銀行／浅利裕之（金賞・代表） [Ｄ] 夢の超特急Ｔ・Ｇ・Ｖ・パリからリヨンヘ（ダーリング）
一般の部
ＮＧ吹奏楽団／山内 功 [Ａ] 交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松（レスピーギ）
由利吹奏楽団／高橋雅博 [Ｃ] 三つのノクターンより「祭り」（ドビッシー）
秋田吹奏楽団／佐々木保（金賞） [Ｃ] バレエ音楽「牝鹿」よリアンダンティーノ・シャンソンダンス（プーランク）
大曲吹奏楽団／田村 忍（金賞・代表） [Ｃ] 「トリティコ」から第２・３楽章（ネリベル）
能代市民吹奏楽団／田村昭夫 [Ａ] 「レニヤーノの戦い」序曲（ヴェルディ）
大館吹奏楽団／吉成 真 [Ｂ] ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュイン）
高等学校Ａクラスの部
鷹巣高等学枚／川口洋一郎 [Ｃ] 交響詩「ローマの祭」よリ（レスピーギ）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ｃ] ３つの管弦楽曲から「行進曲」（ベルク）
横手高等学校／佐川郁夫 [Ｃ] ディオニソスの祭り（シュミット）
大曲高等学校／高橋 馨（金賞・代表） [Ｃ] 管弦楽のための変奏曲（林 光）
湯沢高等学校／小野 彪 [Ｂ] ロシアのクリスマス音楽（リード）
秋田西高等学校／佐藤 滋 [Ｃ] バレエ音楽「ロミオとジュリエット」よりモンタギュー家とキャプレット家、タイボ
ルトの死（プロコフィエフ）
秋田高等学校／中田 潤 [Ｂ] 演奏会用音楽（ヒンデミット）
能代高等学校／中田正則 [Ｂ] アルフレスコ（フーサ）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（シード） [Ｂ] 交響三章より第３楽章（三善 晃）
秋田南高等学校／髙橋紘一（シード） [Ｃ] バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）


