全日本吹奏楽コンクール第27回秋田県大会
日 時 1985年9月8日（日）小学校・中学校Ｃの部、9月14日（土）高等学校Ｂ・大学・高等学校Ａの部、
9月15日（祝）中学校Ｂ・職場・一般・中学校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
協 賛 （社）日本音楽著作権協会
主 管 中央地区吹奏楽連盟
審査員 9月8日（日）
高橋 惇 進藤史生 木次谷茂郎 大越 寿 羽川 正 渡部 護 四反田素幸
9月14日（土）
・15日（日）
岩井直溥 石渡悠史 田宮堅二 熊田為宏 進藤史生 渡部 護 四反田素幸
課題曲 Ａ オーバチュア5リングス（三枝成章）
Ｂ 波の見える風景（真島俊夫）
Ｃ シンフォニックファンファーレとマーチ（仲本政国）
Ｄ ポップステップマーチ（森田一浩）
小学校の部
生保内小学校／倉橋三紀子 ブラジル（バロッソ）
十文字第一小学校／奥寿美子（金賞） カルメン組曲第１番より（ビゼー）
角館西小学絞／高橋明子 「青い尾根」序曲（エリクソン）
千屋小学校／高階昭男 バンドのための民話（カウディル）
渟城第一小学校／嶋田保輔 「美しい剣士」序曲（オリヴァドッティ）・「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） タンブリッジ序曲（プロイアー）
渟城第二小学校／大高英典（金賞・代表） チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
渟城第三小学校／菊池晶子 リートニア序曲（ワルタース）
平沢小学校／畑山昌子（金賞） 管楽器のための序曲（カーター）
新山小学校／中村八郎 インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
四ツ屋小学校／小松悦子 サウンド・オブ・ミュージック・メドレー（ロジャース）
中学校Ｃクラスの部
醍醐中学校／佐藤 伸 [Ｄ] アヴェンチユーラ（スウェアリンジェン）
南外中学校／林 洋子 [Ｄ] アヴェンチユーラ（スウェアリンジェン）
八幡平中学校／高橋淑子 [Ｃ] コラールとカプリチオ（ジョバンニーニ）
田代中学校／成田徹哉 [Ｃ] 献呈序曲（ウィリアムス）
大雄中学校／小野寺建子（金賞） [Ｃ] アルヴァマー序曲（バーンズ）
東能代中学校／田村正子（金賞） [Ｃ] 歌劇「シンデレラ」序曲（ロッシーニ）
由利中学校／小園貞雄 [Ｄ] セビリア（アルベニス）
下浜中学校／石黒須麿子 [Ｃ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
山田中学校／高橋不二夫 [Ｄ] 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 [Ｄ] ウェールズの歌（ディービス）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｄ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
三輪中学校／児玉文雄（金賞） [Ｄ] 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
成章中学校／成田 高 [Ｄ] 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 [Ｂ] 海の歌（ミッチェル）
東由利中学校／和田一恵 [Ｃ] インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
大館第二中学校／辻 淑子 [Ｃ] 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
大曲西中学校／鈴木真澄 [Ｄ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
平和中学校／田村 忍 [Ｄ] マジェスティア（スウェアリンジェン）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ｃ] 管楽器のための序曲（カーター）
矢島中学校／佐藤修一 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
高等学校Ｂクラスの部
新屋高等学校／塩谷 栄（金賞） [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅡより第３楽章（リード）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ａ] 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナーレ（サン＝サーンス）
能代商業高等学校／袴田三司 [Ｄ] 「スプリング・レイク」序曲（バレンジャー）
由利高等学校／伊藤吉雄 [Ｄ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
角館高等学校／藤沢京孝（金賞） [Ｄ] 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄（金賞） [Ｄ] 序曲「祖国」（ビゼー）
増田高等学校／菊田栴子 [Ｄ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
秋田中央高等学校／伊藤和晩 [Ａ] バレエ音楽「四季」より秋（グラズノフ）
大館南高等学校／高坂直幸 [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）
雄勝高等学校／加賀谷保子 [Ｄ] バレエ音楽「四季」より秋（グラズノフ）

本荘高等学校／笹渕 篤（金賞） [Ｃ] 交響曲第５番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
大曲工業高等学校／石塚 保 [Ｂ] スラヴ行進曲（チャイコフスキー）
十和田高等学校／岩谷敏和（金賞・代表） [Ｂ] 交響曲第１番ヘ短調より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
羽後高等学校／渡部 清 [Ｄ] 組曲「惑星」より木星（ホルスト）
大学の部
秋田大学／信太 悟（金賞・代表） [Ｂ] ４つのダンスエピソード「ロデオ」より（コープランド）
秋田工業高等専門学校／中田 治 [Ｂ] 第１組曲より（ホルスト）
高等学校Ａクラスの部
横手高等学校／佐川郁夫 [Ｂ] 交響詩「ローマの祭」よリ（レスピーギ）
秋田西高等学校／佐藤 滋 [Ａ] 交響詩「海」より第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
能代高等学校／中田正則 [Ａ] スキタイ組曲「アラとロリー」より（プロコフィエフ）
湯沢高等学校／小野 彪 [Ｂ] 交響詩「海」より第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ｂ] バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）
鷹巣高等学校／佐藤正憲 [Ｂ] 死の舞踏（サン＝サーンス）
秋田南高等学校／髙橋紘一（金賞・代表） [Ｂ] バッカナーレ（黛 敏郎）
大曲高等学校／高橋 馨（金賞） [Ｂ] ３つの管弦楽作品から「行進曲」（ベルク）
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（ハチャトゥリャン）
花輪高等学校／小林久仁郎（シード）[Ａ] 交響曲第２番ハ短調から（ガジベコフ）
中学校Ｂクラスの部
将軍野中学校／佐藤文男（金賞） [Ｂ] バレエ音楽「スパルタクス」より（ハチャトゥリャン）
秋田大学附属中学校／原田 滋 [Ａ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
十和田中学校／石井 功 [Ａ] 「スペイン組曲」よりアルゴン（アルベニス）
雄勝中学校／大野桂二 [Ｄ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
生保内中学校／中村恵寿（金賞） [Ｂ] 交響詩「ティル・オイレンシユーピーゲルの愉快な悪戯」
（Ｒ・シュトラウス）
大曲南中学校／築地健輔 [Ａ] シンフォニックバンドのための交響的音頭（兼田 敏）
雄物川中学校／大塚捷平 [Ｂ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
大館東中学校／河田卿典 [Ｂ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
大森中学校／廣田律子 [Ｄ] バンドのためのデイヴェルティメントより（パーシケッティ）
天王中学校／小野安広（金賞・代表） [Ｂ] スラブ狂詩曲（フリードマン）
東雲中学校／小笠原剛 [Ｄ] ブロードムーア幻想曲（タッジェンホルスト）
土崎中学絞／石塚隆夫 [Ｃ] インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
象潟中学校／菊地道代 [Ｂ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ）
職場の部
秋田銀行／浅利裕之（金賞・代表） [Ｄ] ア ジュビラント トリビュート（マクギィンティ）
一般の部
大曲吹奏楽団／田村 忍（金賞） [Ａ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
由利吹奏楽団／佐々木永吉 [Ｃ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
Ｎ・Ｇ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞・代表） [Ａ] 交響曲第１番ホ短調より第１楽章（シベリウス）
能代市民吹奏楽団／田村昭夫 [Ｂ] 「劇的情景」よりマクベス・魔女たち・大饗宴・亡霊の出現・マルコム王の戴冠式
（マスネ）
中学校Ａクラスの部
秋田北中学校／田口利弘 [Ｃ] 「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）
秋田南中学校／大山 篤 [Ａ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
湯沢南中学校／小西翔一（金賞） [Ｄ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
城東中学校／加藤昌弘（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）
泉中学校／分銅昌身 [Ｃ] 交響詩「春」より第２楽章（ドビッシー）
大館第一中学校／小笠原信子 [Ｂ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
花輪第一中学校／古澤清明 [Ｂ] バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」より（コープランド）
十文字中学校／佐藤和行（金賞） [Ｂ] マスク（マクベス）
大曲中学校／伊藤辰雄 [Ｂ] 交響曲第３番「オルガン」よりフィナーレ（サン＝サーンス）
城南中学校／高貝忠憲（金賞） [Ｂ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
本荘北中学校／三條正弘 [Ｂ] 交響詩「ローマの祭」より（レスピーギ）
山王中学校／羽川 誠（金賞・代表） [Ｂ] ウェーバーの主題による交響的変容より（ヒンデミット）
能代第一中学校／平川 淳 [Ｄ] 序曲「フィンガルの洞窟」（メンデルスゾーン）
湯沢北中学校／草彅芳哉 [Ａ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）

