
全日本吹奏楽コンクール第28回秋田県大会
日 時 1986年9月7日（日）小学校・中学校Ｃの部、9月13日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、

9月14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
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7日（日）

築地 謙 進藤史生 大越 寿 羽川 正 渡部 護 四反田素幸 斎藤 洋
9月13日（土）・14日（日）
岩井直溥 石渡悠史 佐藤功太郎 安達弘潮 四反田素幸 渡部 護 大越 寿

課題曲Ａ 吹奏楽のための「変容」（瑞木 薫）
Ｂ 鳴呼！（兼田 敏）
Ｃ 吹奏楽のための序曲（間宮芳生）
Ｄ コンサートマーチ「テイク・オフ」（建部知弘／藤田玄播）

小学校の部
大曲小学校／斎藤 聡 バンドのための幻想曲（エリクソン）
駒形小学校／滑川道彦 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 管楽器のためのソナタ（カーター）
十文字第一小学校／向井周子 第一組曲より シャコンヌ・マーチ（ホルスト）
秋田大学附属小学校／佐良土惇 コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
渟城第二小学校／大高英典（金賞・代表） アパラチアン序曲（バーンズ）
生保内小学校／倉橋三紀子（金賞） バンドのための幻想曲（エリクソン）
角館西小学校／高橋明子 フォーク レジェント序曲（カウディル）
渟城第三小学校／菊池晶子 ウエストウッド・ポートレイト（スピアーズ）
平沢小学校／畑山昌子（金賞） アルヴァマー序曲（バーンズ）
川尻小学校／荒川広秀（金賞） 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
千屋小学校／山田良夫 「水上の音楽」より序曲・メヌエット・アレグロ（ヘンデル）
中学校Ｃクラスの部
田代中学校／成田徹哉 [Ｄ] チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
三輪中学校／児玉文雄 [Ｄ] フェスティーボ（ネリベル）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ｂ] ウォバッシュ地方の伝説（スピアーズ）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｄ] 歌劇「シンデレラ」序曲（ロッシーニ）
天王中学校／鈴木義紀 [Ｄ] 呪文と踊り（チャンス）
八森中学校／佐藤芳子 [Ｄ] コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
皆瀬中学校／佐藤和則 [Ｄ] 「イギリス民謡組曲」より間奏曲・マーチ（ヴォーン・ウィリアムス）
森吉中学校／米倉真紀子 [Ａ] シンフォニックバンドのための序曲（兼田 敏）
東能代中学校／田村正子 [Ｄ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
大館第二中学校／辻 淑子 [Ｄ] 儀式とカプリチオ（スピアーズ）
下浜中学校／細谷 直 [Ｃ] 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊リ（ポンキエルリ）
矢島中学校／佐藤修一 [Ｄ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
八幡平中学校／高橋淑子（金賞） [Ｂ] アヴェンチューラ（スウェアリンジェン）
山田中学校／小西翔一（金賞） [Ｄ] インターの凱旋（オリヴァドッティ）
浅舞中学校／平谷こう子 [Ｂ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
大雄中学校／小野寺建子（金賞） [Ｂ] 呪文と踊り（チャンス）
大潟中学校／石井節子 [Ｄ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
南外中学校／林 洋子 [Ｄ] タンブリッジ序曲（プロイアー）
東成瀬中学校／小川 勉（金賞） [Ｄ] ロシア領主たちの入場（ハルヴォルセン）
井川中学校／深井治郎 [Ｄ] 交響曲第９番より第４楽章（ドヴォルザーク）
由利中学校／小園貞雄 [Ｄ] 「ペーターシュモール」序曲（ウェーバー）
中学校Ｂクラスの部
能代第二中学校／平川千代重 [Ｄ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
大森中学校／廣田律子 [Ｂ] プレリュードとフーガ（ネリベル）
雄勝中学校／大野多加志 [Ｄ] 序曲ハ調（カテル）
仁賀保中学校／佐藤真知子 [Ｄ] 序曲「祝典」（エリクソン）
城南中学校／高貝忠憲 [Ｃ] バレエ組曲「コッペリア」より マズルカ・ギャロップ（ドリーブ）
将軍野中学校／佐藤文男（金賞） [Ａ] 交響曲第５番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
雄物川中学校／大塚捷平 [Ｂ] 序曲「春の猟犬」（リード）
醍醐中学校／佐藤 伸 [Ｄ] 第一組曲より シャコンヌ・マーチ（ホルスト）



御野場中学校／沓澤憲明 [Ｄ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
生保内中学校／中村恵寿（金賞・代表） [Ｃ] 幻想交響曲より第５楽章（ベルリオーズ）
尾去沢中学校／阿部和子 [Ｂ] アトモスフィア（名取吾朗）
十和田中学校／石井 功（金賞） [Ｂ] 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）
土崎中学校／石塚隆夫 [Ｂ] アルヴァマー序曲（バーンズ）
大学の部
秋田工業高等専門学校／益山 満 [Ｄ] ハンガリー狂詩曲第２番（リスト）
秋田大学／佐藤 敦 [Ｄ] 「ウェストサイドストーリー」より シンフォニックダンス（バーンスタイン）
中学校Ａクラスの部
十文字中学校／佐藤和行 [Ｂ] 「ハムレットへの音楽」より（リード）
能代第一中学校／平川 淳 [Ｂ] 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）
本荘北中学校／三條正弘（金賞） [Ａ] 呪文とトッカータ（バーンズ）
秋田南中学校／大山 篤 [Ｄ] 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲（ヴェルディ）
秋田東中学校／羽川 誠 [Ａ] 「シダリースと牧羊神」第１組曲より（ピエルネ）
天王中学校／木内 恒（金賞） [Ａ] 歌劇「イーゴリ公」より だったん人の踊リ（ボロディン）
大曲中学校／伊藤辰雄 [Ｂ] 「シンフォニックソング」より（ベネット）
秋田北中学校／田口利弘 [Ｄ] 歌劇「サンパ」序曲（エロール）
横手南中学校／加藤 修 [Ｄ] 呪文と踊り（チャンス）
大館東中学校／河田卿典 [Ｂ] 歌劇「イーゴリ公」より だったん人の踊リ（ボロディン）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ａ] バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）
湯沢南中学校／高橋不二夫 [Ｄ] 幻想序曲「ロメオとジュリエット」（チャイコフスキー）
花輪第一中学校／古澤清明 [Ｃ] 交響曲第１番ニ短調より第４楽章（ラフマニノフ）
山王中学校／小野安広（金賞・代表） [Ａ] バレエ音楽「スパルタカス」より スリーダンス・エピソード（ハチャト
ゥリャン）
高等学校Ｂクラスの部
六郷高等学校／高橋 馨 [Ｂ] 序曲ハ調（カテル）
大曲工業高等学校／藤沢京孝 [Ｂ] 交響曲第５番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
羽後高等学校／渡部 清 [Ｂ] 組曲「惑星」より天王星（ホルスト）
秋田中央高等学校／伊藤和暁 [Ｂ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
湯沢商業高等学校／澤井康孝 [Ｄ] 小組曲より（リード）
二ツ井高等学校／佐川 馨 [Ｄ] フェスティーボ（ネリベル）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄（金賞・代表） [Ａ] バレエ音楽「ロデオ」よリ カウボーイの休日（コープランド）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ｂ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
能代商業高等学校／袴田三司 [Ｄ] 「パルティータ」より パストラーレ・パントマイム（カーナウ）
新屋高等学校／塩谷 栄（金賞） [Ｃ] バレエ音楽「火の烏」より（ストラヴィンスキー）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ａ] 幻想序曲「ロメオとジユリエット」（チャイコフスキー）
本荘高等学校／笹渕 篤（金賞） [Ｄ] 組曲「惑星」より 木星（ホルスト）
十和田高等学校／岩谷敏和 [Ａ] 交響曲第７番変ロ短調作品２８「英雄的」（ゴルベフ）
職場の部
秋田銀行／浅利裕之（金賞・代表） [Ｄ] ボイジャー（角田季子）
一般の部
能代市民吹奏楽団／田村昭夫 [Ｄ] 歌劇「リエンチ」序曲（ワーグナー）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞） [Ｄ] 交響組曲「シェエラサード」より 第２楽章（リムスキー＝コルサコフ）
秋田吹奏楽団／遠藤文成（金賞・代表） [Ｄ] 吹奏楽のためのファンタジー（夏田鐘甲）
大曲吹奏楽団／田村 忍（金賞） [Ｂ] 交響的断章（ネリベル）
由利吹奏楽団／石川 淳 [Ｄ] 吹奏楽の為の哀歌（兼田 敏）
高等学校Ａクラスの部
秋田高等学校／大友正勝 [Ｂ] オセロ より（リード）
湯沢高等学校／小野 彪 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅡより 第３楽章「ロリの歌」（リード）
横手高等学校／島森道邦 [Ａ] 交響曲第１番より 第４楽章（ショスタコーヴィチ）
大館鳳鳴高等学校／田山伸夫 [Ａ] 交響曲第５番より 第２楽章（プロコフィエフ）
大曲高等学校／高橋 弘 [Ｃ] 交響曲第２番より 第３・４楽章（ボロディン）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞） [Ｃ] 交響曲第１番より 第４楽章（ラフマニノフ）
能代高等学校／中田正則 [Ａ] 歌劇「ボリスゴドノフ」より 戴冠式の場（ムソルグスキー）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ａ] 交響曲第２番（管弦楽のための２５の前奏曲）より 第１楽章（シチ
ェドリン）
秋田南高等学校／髙橋紘一（金賞・代表） [Ｃ] 「交響三章」より 第３楽章（三善 晃）
秋田西高等学校／佐藤 滋 [Ｄ] 「神々のたそがれ」より ジークフリートの死と葬送行進曲（ワーグナー）


