
全日本吹奏楽コンクール第31回秋田県大会
日 時 1989年9月2日（土）中学校Ｂ・大学・中学校Ａの部、9月3日（日）高等学校Ｂ・一般・高等学校Ａの部、

9月10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2日（土）・3日（日）

浅井俊雄 安達弘潮 伊藤 清 林 紀人 進藤史生 高橋 惇 渡部 護
9月10日（日）
安達弘潮 小野崎道男 大越 寿 四反田素幸 進藤史生 髙橋紘一 渡部 護

課題曲 Ａ 風と炎の踊り（小長谷宗一）
Ｂ ＷＩＳＨ for wind orchestra（田嶋 勉）
Ｃ 行進曲「清くあれ、爽やかなれ」（別宮貞雄）
Ｄ ポップスマーチ「すてきな日々」（岩井直溥）

中学校Ｂクラス
男鹿東中学校／村田邦夫 [Ｄ] 組曲「タパス・デ・コヒナ」より（プラク）
生保内中学校／畠山 崇（金賞） [Ｄ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
秋田大学附属中学校／工藤真悟 [Ｂ] エル・カミーノ・レアル（リード）
将軍野中学校／須藤孝二（金賞） [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）
三輪中学校／高橋不二夫 [Ａ] 仮面幻想（大栗 裕）
十和田中学校／工藤 靖 [Ａ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
稲川中学校／児玉文雄 [Ａ] リジョイサンス（カーナウ）
御野場中学校／木内博喜 [Ｄ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
尾去沢中学校／石井 功 [Ａ] 組曲「グランドキャニオン」より 山道を行く（グロフェ）
雄勝中学校／大野多加志 [Ｄ] アルヴァマー序曲（バーンズ）
能代南中学校／工藤香苗 [Ｄ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
勝平中学校／佐藤文男（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「サルタン皇帝の物語」より 第4幕への前奏曲（リムスキー＝コルサ
コフ）
大森中学校／廣田律子（金賞） [Ｂ] 吹奏楽のための交響的変容（和田 薫）
雄和中学校／高橋澄雄（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）
大学の部
秋田大学／今 篤志（金賞・代表） [Ａ] スキタイ組曲「アラとロリー」より（プロコフィエフ）
秋田工業高等専門学校／瀧川信治郎 [Ｄ] 交響曲第９番「未完成」第1楽章より（シューベルト）
中学校Ａクラスの部
湯沢南中学校／小西翔一（金賞） [Ａ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
秋田北中学校／石井節子 [Ａ] 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ）
花輪第一中学校／根市富司夫 [Ａ] 歌劇「サムソンとデリラ」から バッカナール（サン＝サーンス）
本荘北中学校／本間一恵 [Ｂ] サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」より間奏曲（ヒメネス）
城東中学校／加藤昌弘（金賞） [Ｄ] 交響的舞曲第３番（ラフマニノフ）
大曲中学校／高橋直樹（金賞・代表） [Ｄ] 「オセロ」より（リード）
天王中学校／木内 恒 [Ｄ] 組曲「惑星」より 木星（ホルスト）
鷹巣中学校／斎藤博生 [Ｄ] 喜歌劇「こうもり」序曲（J．シュトラウス）
湯沢北中学校／草彅芳哉 [Ｄ] エル・カミーノ・レアル（リード）
大館第一中学校／宮野喜代三 [Ｂ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
二ツ井中学校／高橋浩一 [Ａ] シンフォニア・ノビリッシマ（ジェイガー）
山王中学校／小野安広（金賞・代表） [Ａ] アルメニアンタンス・パートⅠ（リード）
十文字中学校／宮澤寿晴 [Ａ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
高等学校Ｂクラスの部
秋田中央高等学校／伊藤吉雄 [Ｄ]バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ｄ] 仮面幻想（大栗 裕）
大館商業高等学校／平泉 昌 [Ｄ] 第２組曲より（ホルスト）
湯沢商工高等学校／深谷美和 [Ｄ] リシルド序曲（パレ）
湯沢北高等学校／筑波義厚 [Ａ] 喜歌劇「美しきガラテア」序曲（スッペ）
聖霊女子短期大学附属高等学校／熊谷恭孝 [Ｄ] 「ポルティーチの唖娘」序曲（オーベール）
大館工業高等学校／夏目由美子 [Ｄ] シンフォニックバンドのための「ストレンジ・ドリーム」（西野 淳）
大曲工業高等学校／藤沢京孝 [Ａ] エル・カミーノ・レアル（リード）
本荘高等学校／笹渕 篤（金賞） [Ｄ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）



十和田高等学校／岩谷敏和 [Ｄ] 組曲「イベリア」から「セビリアの聖体祭」（アルベニス）
二ツ井高等学校／佐川 馨（金賞・代表） [Ｄ] 交響組曲「寄港地」より チェニスからネフタ・ヴァレンシア（イベ
ール）
秋田商業高等学校／大友幹男（金賞） [Ｄ] 交響曲第４番より第４楽章（チャイコフスキー）
一般の部
秋田シンフォニック・ウインド・アンサンブル／髙橋紘一（金賞） [Ｄ] 序曲「春の猟犬」（リード）
大館吹奏楽団／米澤 潤 [Ｄ] 交響組曲「スターウォーズ」より（J．ウィリアムズ）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞・代表） [Ｂ] エルサレム讃歌（リード）
大曲吹奏楽団／小塚 類 [Ｃ] 「オセロ」より４・５楽章（リード）
秋田吹奏楽団／羽川 正 [Ｄ] 喜歌劇「こうもり」序曲（J．シュトラウスⅡ世）
能代市民吹奏楽団／佐藤隆夫 [Ｄ] 交響詩「はげ山の一夜」（ムソルグスキー）
高等学校Ａクラスの部
大曲高等学校／高久英夫 [Ｄ] 二つの交響的断章（ネリベル）
新屋高等学校／髙野豊昭 [Ｂ] 交響曲より 第４楽章（矢代秋雄）
湯沢高等学校／渡部 清 [Ｂ] ４つのダンスエピソード「ロデオ」より カウボーイの休日（コープランド）
秋田南高等学校／佐藤 滋（金賞・代表） [Ｂ] 吹奏楽のための交響曲第３番より第２・３楽章（リード）
横手高等学校／島森道邦 [Ａ] エルサレム讃歌（リード）
能代高等学校／中田正則 [Ｂ] ４つのダンスエピソード「ロデオ」より（コープランド）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ｂ] 吹奏楽のための幻想曲「壁画」（四反田素幸）
大館鳳鳴高等学校／加賀隆寛 [Ａ] 序曲「春の猟犬」（リード）
仁賀保高等学校／田中正勝 [Ｂ] ディオニソスの祭（シュミット）
秋田高等学校／小林清人（金賞） [Ｄ] ３つの交響的素描「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
小学校の部
四ツ屋小学校／小松悦子 アフリカンシンフォニー（マッコイ）
新山小学校／松浦綾子 コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
川連小学校／畠山 仁 吹奏楽のための幻想曲（エリクソン）
角館西小学校／高橋正規 センチュリア（スウェアリンジェン）
花館小学校／加賀谷和宏 ファンタジーアラゴネーズ（芳賀まゆ子）
大曲小学校／照井政裕 いたずらっこのいたちくん（イギリス民謡／森田一浩）
平沢小学校／須藤 完 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り（ポンキエルリ）
渟城第三小学校／福司清子 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
秋田大学附属小学校／渡辺久美子 サスカッチャンの山（リード）
生保内小学校／倉橋三紀子 バンドのための民話（カウディル）
二ツ井小学校／大高英典 チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
渟城第二小学校／笠井生子 序曲「北極星」（オレイリー）
千屋小学校／鈴木 茂 ジェット・コースター（上岡美穂）
駒形小学校／滑川道彦 インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
中学校Ｃクラスの部
西目中学校／篠原奈留子 [Ｄ] バンドのための民話（カウディル）
仙北中学校／築地健輔 [Ｄ] 天使ミカエルの嘆き（藤田玄播）
花岡中学校／谷川原千美 [Ｄ] 「威風堂々」第１番（エルガー）
東能代中学校／秋林葉子 [Ａ] バレエ音楽「コッペリア」より（ドリーブ）
峰浜中学校／佐藤隆夫 [Ｄ] バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列（ドリーブ）
西仙北西中学校／新道喜美子 [Ｄ] シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
矢島中学校／吉岡博仁 [Ｄ] バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列（ドリーブ）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ａ] オデッセイ（カウディル）
東成瀬中学校／伊藤理理子 [Ｄ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
東由利中学校／松橋 隆 [Ｄ] 序曲「アンフィオン」（シュミット）
山本中学校／近藤美紀 [Ｄ] 歌劇「ウィリアム・テル」序曲（ロッシーニ）
山田中学校／小松直子 [Ｄ] 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
大館南中学校／畠山清多 [Ｄ] 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
大曲南中学校／林 誠 [Ｄ] へリティッジ・ヒルズ（スピアーズ）
吉田中学校／土倉志貴子 [Ｄ] 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
井川中学校／深井治郎 [Ａ] 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲（ワーグナー）
常盤中学校／平川千代重 [Ｄ] 歌劇「怪盗団」序曲（スッペ）
南外中学校／林 洋子 [Ｄ] スパータンバーグ序曲（コペッツ）
八幡平中学校／高橋淑子 [Ｄ] 呪文と踊り（チャンス）


