
全日本吹奏楽コンクール第30回秋田県大会
日 時 1988年9月3日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、9月4日（日）高等学校Ｂ・一般・高等学校Ａの部、

9月11日（日）小学校・中学校Ｃ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3日（土）・4日（日）

小沢千尋 後藤 洋 佐川聖二 林 紀人 木次谷茂郎 四反田素幸 渡部 護
9月11日（日）
大越 寿 木次谷茂郎 四反田素幸 嶋 政雄 進藤史生 築地 謙 渡部 護

課題曲 Ａ 吹奏楽のための「深層の祭」（三善 晃）
Ｂ 交響的舞曲（小林 徹）
Ｃ マーチ「スタウト・アンド・シンプル」（原 博）
Ｄ カーニバルのマーチ（杉本幸一／小長谷宗一）
Ｅ 秋田民謡による序曲（小野崎孝輔）
Ｆ 行進曲「WINGS OF WINDS〔風の翼〕」（後藤 洋）

中学校Ｂクラスの部
太田中学校／鈴木明美 [Ｂ] 交響曲第１番より（カリニコフ）
生保内中学校／中村恵寿（金賞） [Ａ] 歌劇「イゴール公」より だったん人の踊り（ボロディン）
城南中学校／藤原 滋（金賞） [Ｄ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
十和田中学校／工藤 靖 [Ｂ] 幻想交響曲より 第５楽章（ベルリオーズ）
象潟中学校／菊地道代 [Ｂ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
御野場中学校／木内博喜 [Ｄ] 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス）
平和中学校／田村 忍 [Ｃ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
鳳中学校／遠藤恒夫 [Ｂ] 組曲「惑星」より 木星（ホルスト）
本荘南中学校／藤沢和弘 [Ｂ] シンフォニックバンドのためのラプソディ「ジェリコ」（グールド）
将軍野中学校／須藤孝ニ（金賞・代表） [Ｂ] バレエ音楽「コッペリア」より（ドリーブ）
東雲中学校／小笠原剛 [Ｂ] 「ソノーラ」序曲（プロイヤー）
仁賀保中学校／国松京子 [Ｄ] 歌劇「ウインサーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
大森中学校／廣田律子（金賞） [Ｂ] そしてどこにも山の姿はない（シュワントゥナー）
三輪中学校／児玉文雄（金賞） [Ｄ] 海鳴り（高橋ひろみ）
能代第二中学校／田村昭夫 [Ｂ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
大学の部
秋田大学／黒木 健（金賞・代表） [Ｄ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
秋田工業高等専門学校／瀧川信治郎 [Ｄ] 交響曲第５番より第４楽章（ショスタコーヴィチ）
中学校Ａクラスの部
横手南中学校／讃岐紘二 [Ｂ] 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲（ロッシーニ）
山王中学校／小野安広（金賞） [Ｄ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
大曲中学校／伊藤辰雄 [Ｄ] ディオニソスの祭（シュミット）
花輪第一中学校／古澤清明 [Ｄ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
能代第一中学校／平澤秀樹 [Ｂ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
大館第一中学校／根市富司夫 [Ｂ] 組曲「惑星」より 木星（ホルスト）
秋田北中学校／田口利弘 [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）
本荘北中学校／三條正弘 [Ｂ] バレエ音楽「火の鳥」より（ストラヴィンスキー）
城東中学校／加藤昌弘（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
湯沢南中学校／高橋不二夫（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「サムソンとデリラ」よリ バッカナール（サン＝サーンス）
雄物川中学校／大塚捷平 [Ｂ] 吹奏楽のための哀歌（兼田 敏）
天王中学校／木内 恒（金賞） [Ｂ] エル・カミーノ・レアル（リード）
高等学校Ｂクラスの部
大館南高等学校／平山みどリ [Ｂ] トリティコ（ネリベル）
能代北高等学校／泉 琇之 [Ｂ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ｂ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
大曲工業高等学校／藤沢京孝 [Ｂ] 英雄的伝説（ジェイガー）
秋田商業高等学校／大友幹男 [Ｄ] 序曲「ローマの謝肉祭」（ベルリオーズ）
湯沢商工高等学校／佐藤政文 [Ｄ] 序曲「春の猟犬」（リード）
秋田和洋女子高等学校／大守吉雄（金賞・代表） [Ｄ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
六郷高等学校／高橋 馨 [Ｂ] 序曲「ウインサーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
能代商業高等学校／袴田三司 [Ｃ] 吹奏楽のための序曲（ネリベル）



本荘高等学校／笹渕 篤（金賞） [Ｄ] エル・カミーノ・レアル（リード）
十和田高等学校／岩谷敏和 [Ｄ] スラヴ行進曲（チャイコフスキー）
由利高等学校／伊藤吉雄 [Ｄ] 喜歌劇「美しきガラテア」序曲（スッペ）
一般の部
秋田吹奏楽団／羽川 正（金賞） [Ｃ] 「カルメン」組曲より（ビゼー）
横手吹奏楽団／小川文男 [Ｂ] 「オセロ」より（リード）
能代市民吹奏楽団／佐藤隆夫 [Ｃ] 喜歌劇「地獄のオルフェウス」序曲（オッフェンバック）
由利吹奏楽団／石川 淳 [Ｄ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」第４・６楽章（コダーイ）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞・代表） [Ａ] 組曲「惑星」より 天王星～魔術師（ホルスト）
大館吹奏楽団／藤垣正智 [Ｂ] 「ウエ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）
高等学校Ａクラスの部
能代高等学校／中田正則 [Ｄ] 「ハムレットの音楽」よリ（リード）
湯沢高等学校／渡部 清 [Ａ] エル・カミーノ・レアル（リード）
新屋高等学校／塩谷 栄 [Ａ] 交響詩「ローマの祭り」より（レスピーギ）
横手高等学校／島森道邦 [Ａ] エニグマ変奏曲より（エルガー）
仁賀保高等学校／髙野豊昭（金賞） [Ａ] 交響曲第２番「鐘」より第１楽章（ハチャトゥリャン）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ａ] バレエ音楽「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
秋田高等学校／小林清人 [Ｂ] 組曲「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）
大曲高等学校／高久英夫 [Ｂ] ファンファーレ、バラードとジュビリー（スミス）
秋田南高等学校／佐藤 滋（金賞・代表） [Ａ] 楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り（Ｒ．シュトラウス）
秋田西高等学校／伊藤和暁 [Ｂ] 楽劇「ラインの黄金」より ヴァルハラ城への神々の入場（ワーグナー）
小学校の校
大曲小学校／斎藤 聡 吹奏楽のための幻想曲（エリクソン）
秋田大学附属小学校／柴田久美子（金賞） ランドマーク序曲（カウディル）
川尻小学校／荒川広秀 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
四ツ屋小学校／小松悦子 リリックマナティー序曲（シェルドン）
十文字第一小学校／奥寿美子 組曲「アルルの女」より（ビゼー）
平沢小学校／須藤 完（金賞） ノルウェイの主題による序曲（プロイヤー）
生保内小学校／倉橋三紀子（金賞） ジェットコースター（上岡美穂）
二ツ井小学校／大高英典（金賞） 西部の人々（ワルターズ）・狂想曲「フニクリ・フニクラ」（イタリア民謡）
渟城第三小学校／能美幸穂 ヴァリエーション・オーバーチェアー（ウィリアムズ）
駒形小学校／滑川道彦 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
渟城第二小学校／笠井生子（金賞） インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
花館小学校／加賀谷和宏（金賞・代表） 狂想曲「フニクリ・フニクラ」（イタリア民謡）
川連小学校／畠山 仁 バンドのための民話（カウディル）
中学校Ｃクラスの部
大雄中学校／小野寺建子（金賞） [Ｂ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
東成瀬中学校／伊藤理理子 [Ｄ] 英雄行進曲（サン＝サーンス）
東能代中学校／田村正子（金賞） [Ｂ] 喜歌劇「スペードの女王」序曲（スッペ）
山本中学校／近藤美紀（金賞） [Ｄ] 喜歌劇「天国と地獄」序曲（オッフェンバック）
雄和中学校／高橋澄雄（金賞） [Ｆ] 二つの交響的断章（ネリベル）
山田中学校／小西翔一 [Ｄ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
上小阿仁中学校／大沼由和 [Ｂ] チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
八幡平中学校／高橋淑子 [Ｂ] 「第２組曲」より ファンファーレ・スケルツオ（ジェイガー）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ｂ] コラールとカプリチオ（ジョバンニーニ）
須川中学校／本間久美子 [Ｄ] 海鳴り（高橋ひろみ）
常盤中学校／平川千代重（金賞） [Ｃ] イタリア奇想曲（チャイコフスキー）
西目中学校／篠原奈留子 [Ｄ] 狂詩曲「スペイン」（シャブリエ）
仙南中学校／米川千栄子 [Ｆ] 小組曲より（リード）
角館中学校／佐藤 敦 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
大曲西中学校／鈴木真澄 [Ｆ] アヴェンチューラ（スウェアリンジェン）
井川中学校／深井治郎（金賞） [Ｂ] 組曲「展覧会の絵」よリ（ムソルグスキー）
大館南中学校／富樫秀子（金賞） [Ｄ] セレナーデとダンス（スミス）
峰浜中学校／佐藤隆夫（金賞） [Ｅ] 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
八郎潟中学校／山岡文彦 [Ｂ] インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
大潟中学校／石井節子 [Ｄ] バレエ音楽「シルビア」より バッカスの行進（ドリーブ）


