全日本吹奏楽コンクール第29回秋田県大会
日 時 1987年9月6日（日）小学校・中学校Ｃの部、9月12日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、
9月13日（日）高等学校Ｂ・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6日（日）
大越 寿 酒井 貴 四反田素幸 進藤史生 髙橋紘一 羽川 正 渡部 護
9月12日（土）
・13日（日）
安達弘潮 小沢千尋 小長谷宗一 佐藤功太郎 大越 寿 四反田素幸 進藤史生
課題曲 Ａ 風紋（保科 洋）
Ｂ 渚スコープ（吉田峰明）
Ｃ コンサート・マーチ87（飯沼信義）
Ｄ ムービング・オン（川上哲夫）
Ｅ マーチ『ハロー！サンシャイン』（松尾善雄）
小学校の部
角館西小学校／高橋正規 マジェスティア（スウェアリンジェン）
四ツ屋小学校／小松悦子 ライジング・サンデー・コンサート・マーチ（シェーファー）
二ツ井小学校／大高英典（金賞） ディズニーメドレー（トッド）・セントルイス・ブルース・マーチ（ハンディー）
平沢小学校／畑山昌子 センチュリア序曲（スウェアリンジェン）
川尻小学校／荒川広秀 センチュリア序曲（スウェアリンジェン）
渟城第二小学絞／笠井生子 スラブ狂詩曲（フリードマン）
秋田大学教育学部附属小学校／利部博子（金賞・代表） センチュリア序曲（スウェアリンジェン）
生保内小学校／倉橋三紀子（金賞） いたずらっこのいたちくん（イギリス民謡）
十文字第一小学校／奥寿美子 ウエールズの歌（ディヴィス）
大曲小学校／斎藤 聡 序曲「どんぐりの実」（カウハード）
千屋小学校／山田良夫 森の鍛治屋（ミヒャエリス）
渟城第一小学校／須藤孝二 フェスティーボ（ネリベル）
中学校Ｃクラスの部
峰浜中学校／佐藤隆夫 [Ｅ] 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り（ポンキエルリ）
仙南中学校／米川千栄子 [Ｅ] 吹奏楽のためのバラード（浦田健次郎）
山田中学校／小西翔一 [Ｅ] 序曲「祝典」（エリクソン）
西目中学校／篠原奈留子 [Ａ] バレエ音楽「シルビア」より バッカスの入場と行進（ドリーブ）
雄和中学校／高橋澄雄 [Ｅ] 呪文と踊り（チャンス）
三輪中学校／児玉文雄 [Ｅ] 「斑鳩の空」より まほろば・夢殿・里人の踊り・いかるがの空（櫛田朕之扶）
東成瀬中学校／小川 勉（金賞） [Ｅ] 組曲「コーカサスの風景」より 酋長の行列（イワノフ）
八幡平中学校／高橋淑子 [Ｄ] アパラチア序曲（バーンズ）
矢島中学校／吉岡博仁 [Ｅ] 音楽祭のプレリュード（リード）
大雄中学校／小野寺建子 [Ｅ] シンフォニア・ノビリッシマ（ジェイガー）
田代中学校／成田徹哉 [Ｃ] 伝説と太陽の舞曲（カーナウ）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ａ] カッチア（マクベス）
下浜中学校／細谷 直 [Ｅ] 交響曲第８番より 第４楽章（ドヴォルザーク）
醍醐中学校／佐藤 伸 [Ｅ] プレミア・コンテェルタンテ（カサヴァス）
皆瀬中学校／佐藤和則 [Ａ] フェスティーボ（ネリベル）
大館第二中学校／辻 淑子 [Ｃ] 第３組曲「バレエの情景」より 風変わりなポルカ・全員の踊り（リード）
山本中学校／近藤美紀（金賞） [Ｃ] 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ）
浅舞中学校／平谷こう子 [Ａ] ダンス・フォア・バンド（小長谷宗一）
常盤中学校／田村昭夫（金賞） [Ｃ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
井川中学校／深井治郎（金賞） [Ｅ] スラヴ行進曲（チャイコフスキー）
東能代中学校／田村正子（金賞） [Ｃ] 喜歌劇「怪盗団」序曲（スッペ）
中学校Ｂクラスの部
鳳中学校／遠藤恒夫 [Ａ] アルメニアンタンス・パートⅠ（リード）
東雲中学校／小笠原剛 [Ｄ] 抒情的序曲「マナティー」（シェルドン）
大森中学校／廣田律子（金賞） [Ａ] アンティフォナーレ（ネリベル）
秋田大学附属中学校／工藤真悟 [Ｃ] 英雄的伝説（ジェイガー）
能代第二中学校／平川千代重（金賞） [Ａ] 歌劇「マサニエロ」序曲（オーベール）
仁賀保中学校／佐藤真知子 [Ｅ] バレエ音楽「シルビア」より バッカスの行進（ドリーブ）
平和中学校／田村 忍 [Ｃ] 序曲「ローマの謝肉祭」（ベルリオーズ）

城南中学校／高貝忠憲（金賞） [Ａ] 交響詩「ローマの祭り」より 主顕祭（レスピーギ）
将軍野中学校／佐藤文男（金賞） [Ａ] 歌劇「ウインザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
雄物川中学校／大塚捷平 [Ｅ] 「ハムレットへの音楽」より（リード）
雄勝中学校／大野多加志 [Ｅ] 春の猟犬（リード）
六郷中学校／林 誠 [Ａ] アクソン（スピアーズ）
十和田中学校／石井 功 [Ａ] バレエ組曲「ガイーヌ」より アルメンのヴァリエイション・レスギンカ（ハチャトゥ
リャン）
生保内中学校／中村恵寿（金賞・代表） [Ａ] ディオニソスの祭（シュミット）
御野場中学校／石黒須磨子 [Ｅ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
大学の部
秋田工業高等専門学校／益山 満 [Ａ] 第２組曲より（ホルスト）
秋田大学／松岡浩行（金賞・代表） [Ａ] ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲（スミス）
中学校Ａクラスの部
大館東中学校／吉成 真 [Ａ] 威風堂々 第1番（エルガー）
花輪第一中学校／古澤清明 [Ａ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
本荘北中学校／三條正弘（金賞） [Ａ] バレエ音楽「三角帽子」より（ファリア）
秋印北中学校／田口利弘 [Ａ] 交響曲第５番より 第４楽章（ショスタコーヴィチ）
天王中学校／木内 恒（金賞） [Ａ] 「３つのノクターン」より 祭（ドビッシー）
湯沢北中学校／草彅芳哉 [Ｃ] オセロ より（リード）
秋田南中学校／大山 篤 [Ａ] 幻想交響曲より 第５楽章（ベルリオーズ）
山王中学校／小野安広（金賞・代表） [Ａ] 組曲「イベリア」より第２・３楽章（アルベニス）
大曲中学校／高橋直樹 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
能代第一中学校／平川 淳 [Ａ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ａ] バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り（ファリア）
十文字中学校／佐藤 篤 [Ａ] バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り（ファリア）
高等学校Ｂクラスの部
本荘高等学校／笹渕 篤（金賞） [Ｅ] アルメニアンタンス・パートⅠ（リード）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ｄ] 交響組曲「シェエラサード」より 第３楽章（リムスキー＝コルサコフ）
大曲工業高等学校／藤沢京孝 [Ｃ] 交響詩「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄（金賞） [Ｅ] パリの喜び（オッフェンバック）
新屋高等学校／塩谷 栄（金賞・代表） [Ａ] アルメニアンタンス・パートⅠ（リード）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ａ] 交響詩「ローマの松」より（レスピーギ）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ａ] 「第２組曲」より ファンファーレ・スケルツオ（ジェイガー）
湯沢商業高等学校／澤井康孝 [Ｅ] 「第２組曲」より （ジェイガー）
大鹿南高等学校／高坂直幸 [Ｃ] 「オセロ」より（リード）
増田高等学校／菊田栴子 [Ａ] 海の歌（ミッチェル）
十和田高等学校／岩谷敏和（金賞） [Ａ] アルメニアンタンス・パートⅠ（リード）
二ツ井高等学校／佐川 馨 [Ａ] ４つのダンスエピソード「ロデオ」よリ カウボーイの休日（コープランド）
一般の部
大館吹奏楽団／樋口睦宏 [Ｅ] 序曲「春の猟犬」（リード）
秋田吹奏楽団／羽川 正（金賞） [Ｅ] パリの喜び（オッフェンバック）
大曲吹奏楽団／田村 忍 [Ｂ] 交響曲第1番より 第４楽章（ラフマニノフ）
由利吹奏楽団／石川 淳 [Ｄ] 交響曲変ロ長調より第２・３楽章（ヒンデミット）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞・代表） [Ａ] エル・カミーノ・レアル（リード）
高等学校Ａクラスの部
秋田西高等学校／伊藤和暁 [Ａ] 交響曲第３番「オルガン」より フィナーレ（サン＝サーンス）
湯沢高等学校／渡部 清 [Ａ] 組曲「キージェ中尉」より（プロコフィエフ）
能代高等学校／中田正則 [Ａ] 交響的舞曲第１番（ラフマニノフ）
大館鳳鳴高等学校／田山伸夫 [Ｂ] 交響曲第２番「鐘」より（ハチャトゥリャン）
秋田南高等学校／佐藤 滋（金賞・代表） [Ａ] 交響詩「ローマの噴水」より 朝のトリトーネ・昼のトレヴィ噴水（レ
スピーギ）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞） [Ａ] 映像「イベリア」より（ドビッシー）
秋田高等学校／小林清人（金賞） [Ａ] ウェーバーの主題による交響的変容より 第３・４章（ヒンデミット）
大曲高等学校／高橋 弘 [Ａ] 交響的舞曲（ラフマニノフ）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ｅ] 吹奏楽のための永訣の詩（名取吾朗）
横手高等学校／島森道邦 [Ａ]「ハムレットへの音楽」より（リード）

