
全日本吹奏楽コンクール第26回秋田県大会
日 時 1984年9月9日（日）小学校・中学校Ｃの部、9月15日（祝）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、

9月16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9日（日）

松本秋次 嶋 政雄 高橋 惇 進藤史生 大越 寿 渡部 護 四反田素幸
9月15日（祝）・16日（日）
松代晃明 田中正大 北瓜道夫 小野崎通男 進藤史生 渡部 護 四反田素幸

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 シンフォニエツタ（三上次郎）
Ｄ マーチ オーバス ワン（浦田健次郎）

小学校の部
渟城第二小学校／大高英典 黄色いリボン（アメリカ民謡）・ポンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
角館西小学校／高橋明子 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
千屋小学校／高階昭男 「王宮の花火の音楽」より序曲・平和・歓喜（へンデル）
十文字第一小学校／西野寿美子 大学祝典序曲（ブラームス）
渟城第一小学校／石井一郎 三つのフランスのマーチ（シェイファー編曲）
平沢小学校／畑山昌子（金賞） ランドマーク序曲（カウディル）
秋田大学附属小学校／佐良土惇（金賞・代表） バンドのための民話（カウディル）
渟城第三小学校／菊池智子 サンライズマーチ（岩河三郎）・メドウランド（ロシア民謡）
新山小学校／中村八郎 交響的序曲（カーター）
中学校Ｃクラスの部
八森中学校／佐藤隆夫 [Ｄ] 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊リ（ポンキエルリ）
稲川中学校／小松直子 [Ｄ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
下浜中学校／石黒須磨子 [Ｄ] 吹奏楽のための音詩「南極点への序曲」（岩河三郎）
河辺中学校／伊藤真琴 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
平和中学校／佐藤紘太郎 [Ｄ] 序曲「祝典」（エリクソン）
大雄中学校／小野寺建子 [Ｄ] エレクトラ（フォースブラッド）
醍醐中学校／遠藤恒夫（金賞） [Ｃ] マジェスティア（スウェアリンジェン）
由利中学校／菊地道代（金賞） [Ｄ] エルシノア城序曲（ホエアー）
金浦中学絞／佐々木喜代子 [Ｃ] オデッセイ序曲（カウディル）
田代中学絞／成田徹哉 [Ｃ] 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
三輪中学校／児玉文雄 [Ｃ] マジェスティア（スウェアリンジェン）
森吉中学校／米倉真紀子（金賞） [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）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｄ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
皆瀬中学校／草彅芳哉 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
岩見三内中学校／藤島光子 [Ｄ] 管楽器のための序曲（カーター）
潟西中学校／小笠原幹朗 [Ｃ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（ズッペ）
大館第二中学校／辻 淑子 [Ｃ] チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
東能代中学校／田村正子（金賞） [Ｃ] 歌劇「オベルト」序曲（ヴェルディ）
太田中学校／鈴木明美 [Ｃ] 歌劇「タンクレディ」序曲（ロッシーニ）
中学校Ｂクラスの部
十和田中学校／石井 功 [Ｄ] 吹奏楽のための序曲「飛鳥」（櫛田朕之扶）
将軍野中学校／佐藤文男 [Ｄ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
秋田大学附属中学校／原田 滋 [Ｂ] 「謝肉祭」序曲（ドヴォルザーク）
大内中学校／篠原奈留子 [Ｄ] サスカッチャンの山（リード）
大館東中学校／河田卿典 [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）
能代第二中学校／平川千代重 [Ｃ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
本荘北中学校／三條正弘（金賞・代表） [Ｂ] 呪文と踊リ（チャンス）
刈和野中学校／新道喜美子 [Ｃ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
御野場中学校／沓澤憲明 [Ｄ] 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
東成瀬中学校／小川 勉 [Ｃ] 歌劇「ザンパ」序曲（エロール）
大曲南中学校／築地健輔 [Ｂ] ノスタルジア（三上次郎）
生保内中学校／中村恵寿 [Ｄ] 交響詩「魔法使いの弟子」（デュカ）
天王中学校／小野安広（金賞） [Ｃ] 交響詩「魔法使いの弟子」（デュカ）
雄物川中学校／大塚捷平（金賞） [Ｂ] 組曲「惑星」より木星（ホルスト）



大学の部
秋田工業高等専門学校／中田 治 [Ｂ] シンフォニア・ノビリッシマ（ジェイガー）
秋田大学／谷 慶郎（金賞・代表） [Ｂ] スペイン奇想曲より 第３・４・５楽章（リムスキー＝コルサコフ）
中学校Ａクラスの部
山王中学校／羽川 誠（金賞） [Ｃ] シダリースと牧羊神より（ピエルネ）
能代第一中学校／平川 淳 [Ｄ] トッカータとフーガニ短調（バッハ）
大曲中学校／伊藤辰雄 [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／古澤清明（金賞・代表） [Ｂ] 交響組曲「寄港地」よリ チェニスからネフタ、ヴァレンシア（イベ
ール）
泉中学校／大山 篤 [Ｃ] バレエ音楽「ロミオとジュリエット」よリ モンター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）
秋田南中学校／田口利弘 [Ｂ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
十文字中学校／佐藤和行 [Ｃ] 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）
湯沢南中学校／小西翔一 [Ｄ] 「ローマの謝肉祭」序曲（ベルリオーズ）
鳳中学校／佐藤 伸 [Ｄ] 海の歌（ミッチェル）
鷹巣中学校／吉成 真 [Ｃ] 歌劇「コラ・ブルニョン」序曲（カバレフスキー）
城南中学校／高貝忠憲（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）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「クヴァンドリーヌ」序曲（シャブリエ）
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） [Ｄ] 「ローマの謝肉祭」序曲（ベルリオーズ）
聖霊女子短期大学付属高等学校／熊谷恭孝 [Ｃ] 喜歌劇「ウィーンの朝・昼・晩」序曲（ズッペ）
羽後高等学校／渡部 清 [Ｂ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
雄勝高等学校／加賀谷保子 [Ｂ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
十和田高等学校／岩谷敏和（金賞） [Ｃ] バレエ組曲「ガイーヌ」より子守歌・レスギンカ（ハチャトゥリャン）
米内沢高等学校／浜松隆寛 [Ｃ] バンドのための序曲（メンデルスゾーン）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ｂ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
秋田中央高等学校／伊藤和暁 [Ｂ] バレエ組曲「ガイーヌ」より アイシェの目ざめと踊り・レスギンカ（ハチャトゥ
リャン）
能代商業高等学校／袴田三司 [Ｄ] バンドのためのコラールとカプリチオ（ラニング）
由利高等学校／伊藤吉雄（金賞） [Ｄ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
大曲工業高等学校／石塚 保 [Ｄ] 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール（サン＝サーンス）
湯沢商業高等学校／澤井康孝 [Ｃ] 交響曲第５番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
角館高等学校／藤沢京孝（金賞・代表） [Ｃ] 歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲（シャブリエ）
職場の部
秋田銀行／浅利裕之（金賞・代表） [Ｄ] チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
一般の部
大曲吹奏楽団／田村 忍（金賞・代表） [Ｃ] 交響曲第２番より第２・３楽章（チャンス）
Ｎ・Ｇ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞） [Ｄ] 海の歌（ミッチェル）
大館吹奏楽団／田山伸夫 [Ｂ] リンカーンセンター序曲（ハーマン）
由利吹奏楽団／高橋雅博 [Ｃ] 交響曲第５番第４楽章（チャイコフスキー）
秋田吹奏楽団／佐々木保（金賞） [Ｄ] 吹奏楽のためのフェスティバル・ヴァリエーション（スミス）
能代市民吹奏楽団／田村昭夫 [Ｄ] 吹奏楽のための恋歌（櫛田朕之扶）
高等学校Ａクラスの部
鷹巣高等学校／川口洋一郎 [Ｄ] 道化師の朝の歌（ラヴェル）
能代高等学校／中田正則 [Ｃ] トリティコより第２・３楽章（ネリベル）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ａ] 交響曲第３番「シンフォニー・ポエム」（ハチャトゥリャン）
湯沢高等学校／小野 彪 [Ｂ] 交響曲第３番ハ長調より「フィナーレ」（サン・サーンス）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞） [Ｂ] 饗宴（黛 敏郎）
大曲高等学校／高橋 馨 [Ｄ] 交響曲変ロ長調より第１楽章（ヒンデミット）
秋田西高等学校／佐藤 滋 [Ｂ] バレエ音楽「まりも」より 御霊降ろし・狩人の踊り（石井 歓）
横手高等学校／佐川郁夫 [Ｂ] 神の恵みを受けて（マクベス）
秋田南高等学校／髙橋紘一（金賞・代表） [Ｂ] 変容抒情短詩（三善 晃）


