全日本吹奏楽コンクール第33回秋田県大会
日 時 1991年8月30日（金）小学校・中学校Ａの部、8月31日（土）大学・中学校Ｃ・中学校Ｂの部、
9月1日（日）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・一般の部
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 ＦＭ秋田
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 小野崎通男 後藤 洋 四反田素幸 杉山 淳 高橋 惇 星野 正 渡部 護
課題曲 Ａ 吹奏楽のための「斜影の遺跡」（河出智希）
Ｂ コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による
交響的印象（真島俊夫）
Ｃ ロックン・マーチ（藤掛廣幸）
Ｄ そよ風のマーチ（松尾善雄）
小学校の部
湯沢西小学校／小松 忠 森の鍛冶屋（ミヒャエリス）
千屋小学校／鈴木 茂 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」（イタリア民謡）
角館西小学校／高野一志 宣言、バラードとフィナーレ（ハックビー）
湯沢東小学校／黒沢 進 アフリカン・シンフォニー（マッコイ）
藤里小学校／北条寛子 ディズニー・メドレー（岩井直溥編曲）
二ツ井小学校／大高英典 吹奏楽のための第２組曲より 第２・４楽章（リード）
駒形小学校／滑川道彦 シルバー・セイブル（シェーファー）・ジョイント・ウインズ（ハックビー）
生保内小学校／田村弘子 ジェットコースター（上岡美穂）
四ツ屋小学校／小松悦子 バンドのための民話（カウディル）
平沢小学校／運藤良和 呪文と踊り（チャンス）
川尻小学校／佐藤 尚 ウェストサイドストーリー・メドレー（バーンスタイン）
大曲小学校／今野裕子 美しく青きドナウ（Ｊ．シュトラウス）
渟城第三小学校／福司清子 クレスト・オブ・ノビリテイ（シェルドン）
川連小学校／向井周子 吹奏楽のための幻想曲（エリクソン）
勝平小学校／菅原 明 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」（イタリア民謡／後藤 洋）
日新小学校／北原裕之 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
中学校Ａクラスの部
山王中学校／小野安広（金賞・代表） [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）
土崎中学校／古澤清明 [Ｄ] 管弦楽のための木挽歌から（小山清茂）
横手南中学校／遠藤恒夫 [Ｂ] シンフォニック・バンドのためパッサカリア（兼田 敏）
大曲中学校／奈良淳一 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
十文字中学校／宮澤壽晴（金賞・代表） [Ｂ] 交響詩「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
城東中学校／羽川 誠 [Ｃ] 交響詩「画家マチス」より（ヒンデミット）
大館東中学校／富樫秀子 [Ｂ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
天王中学校／木内 恒 [Ｃ] バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の踊り・終幕の踊り（ファリア）
秋田北中学校／加藤昌弘 [Ｄ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
本荘北中学校／山岡文彦 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
湯沢北中学校／草彅芳哉 [Ｄ] 吹奏楽のための叙情的「祭」（伊藤康英）
大館第一中学校／永井孝久 [Ｂ] フェスティーヴォ（グレグソン）
城南中学校／藤原 滋 [Ｂ] 「フランス組曲」より（ミヨー）
能代第一中学校／小笠原剛 [Ｄ] 吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤康英）
鷹巣中学校／須藤敏之 [Ｂ] 幻想交響曲より第５楽章（ベルリオーズ）
泉中学校／高橋浩一 [Ｂ] 祝典序曲（ショスタコーヴィチ）
十和田中学校／工藤 靖 [Ｂ] バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より（プロコフィエフ）
大学の部
秋田大学／永川達也（金賞・代表） [Ｄ] 組曲「キージェ中尉」より（プロコフィエフ）
中学校Ｃクラスの部
岩見三内中学校／藤島光子 抒情的序曲「マナティ」（シェルドン）
常盤中学校／平川千代重 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
下川沿中学校／三浦玲子 海の歌（ミッチェル）
八幡平中学校／桜田由美 祝典序曲（ショスタコーヴィチ）
神代中学校／阿部澄子 序曲「祝典」（エリクソン）
豊岩中学校／菊池令子 バレエ音楽「シルヴィア」からバッカスの行列（ドリーブ）
大潟中学校／田中 覚 ブルー・リッチの伝説（スウェアリンジェン）

大雄中学校／田中晃子 シンフォニック・バンドのための交響的音頭（兼田 敏）
比内中学校／佐々木順子 アパラチア序曲（バーンズ）
山内中学校／平谷こう子 呪文と踊り（チャンス）
尾去沢中学校／山木 亮 序曲「祝典」（エリクソン）
潟西中学校／渡邊真由美 チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
山田中学校／小松直子 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
皆瀬中学校／佐藤和則 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
須川中学校／柴田直子 バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
出羽中学校／那須瑠美 ブルー・リッチの伝説（スウェアリンジェン）
十文字西中学校／小野寺建子 巫女の詠えるうた（大栗 裕）
笹子中学校／加藤浩子 バンドのための民話（カウディル）
藤里中学校／福島 泉 吹奏楽のための大神楽（小山清茂）
西目中学校／篠原奈留子 ポンセ・デ・レオン（オリヴァドッティ）
鷹巣南中学校／小林秀雄 序曲「センチュリア」（スウェアリンジェン）
上小阿仁中学校／大沼由和 栄光のすベてに（スウェアリンジェン）
阿仁中学校／斎藤佳子 抒情的序曲「マナティ」（シェルドン）
中学校Ｂクラスの部
稲川中学校／原 隆史 [Ｃ] ダンスセレスティアール（シェルドン）
能代南中学校／工藤香苗 [Ｃ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ）
将軍野中学校／細谷 直（金賞・代表） [Ｂ] ディオニソスの祭（シュミット）
井川中学校／小松 徹 [Ｄ] バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の踊り・終幕の踊り（ファリア）
男鹿東中学校／村田邦夫 [Ｃ] ハンガリー狂詩曲第２番（リスト）
山本中学校／近藤美紀 [Ｂ] 歌劇「ファウスト」より バレエ音楽（グノー）
勝平中学校／大山 裕 [Ｂ] 歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲（シャブリエ）
雄勝中学校／大野多加志 [Ｄ] 「華」〜吹奏楽のために〜（田中 賢）
中仙中学校／竹村和宏 [Ｂ] 吹奏楽のためのノスタルジア（三上次郎）
金浦中学校／佐々木喜代子 [Ｂ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
合川中学校／斎藤博生 [Ｄ] メトセラⅡ〜打楽器群と吹奏楽のために〜（田中 賢）
三輪中学校／高橋不二夫 [Ｄ] 大阪俗謡による幻想曲（大栗 裕）
河辺中学校／瀧口 宏 [Ｄ] 吹奏楽のための第２組曲から第１・４楽章（リード）
豊成中学校／田口祐二郎 [Ｄ] バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列（ドリーブ）
六郷中学校／荒川公子 [Ｄ] コラールとカブリチオ（ジョバンニーニ）
雄和中学校／高橋澄雄 [Ｂ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
鳳中学校／佐藤 篤 [Ｄ] 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
高等学校Ｂクラスの部
秋田西高等学校／伊藤和暁 [Ｃ] 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜（大栗 裕）
秋田中央高等学校／伊藤吉雄 [Ｃ] ハンガリー狂詩曲第２番（リスト）
羽後高等学校／猪股秀明 [Ｄ] 祝典舞曲（保科 洋）
大館南高等学校／平山みどり [Ｂ] 交響的断章（ネリベル）
能代商業高等学校／西田勇紀 [Ｄ] 第１組曲より（ホルスト）
角館南高等学校／小山 隆 [Ｄ] 序曲「春の猟犬」（リード）
秋田経済法科大学附属高等学校／牧野賢美 [Ｃ] バレエ音楽「赤いけしの花」より（グリエール）
聖霊女子短大附属高等学校／熊谷恭孝 [Ｂ] 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック）
湯沢北高等学校／筑波義厚 [Ｂ] 「ローマの謝肉祭」序曲（ベルリオーズ）
大館商業高等学校／平泉 昌 [Ｄ] スラヴ行進曲（チャイコフスキー）
湯沢商工高等学校／深谷美和 [Ｄ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ｄ] 組曲「皇帝サルタン物語」より 三つの奇蹟（リムスキー＝コルサコフ）
二ツ井高等学校／佐川 馨（金賞・代表） [Ｃ] 管弦楽のための映像「イベリア」より ２・３楽章（ドビッシー）
高等学校Ａクラスの部
湯沢高等学校／渡部 清 [Ｄ] 交響詩「ローマの祭」より（レスピーギ）
能代高等学校／中田正則 [Ｂ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
能代北高等学校／伊勢画子 [Ｃ] 序曲「春の猟犬」（リード）
大曲高等学校／高久英夫 [Ａ] 交響的舞曲第１番（ラフマニノフ）
秋田高等学校／小林清人 [Ａ] ウェーバーの主題による交響的変容より（ヒンデミット）
仁賀保高等学校／岩谷敏和 [Ｂ] 「交響三章」より 第１・２楽章（三善 晃）
横手高等学校／島森道邦 [Ｃ] 交響曲第５番より 第１楽章（ショスタコーヴィチ）
新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ｂ] 「交響三章」より 第３楽章（三善 晃）
花輪高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ｄ] バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より（ルーセル）
秋田南高等学校／佐藤 滋 [Ｃ] 幻想交響曲より 第５楽章（ベルリオーズ）
一般の部

ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎 [Ｄ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
大曲吹奏楽団／小塚 類 [Ｂ] シンフォニア・フェスティーヴァ（ラニング）
秋田シンフォニックウインドアンサンブル／髙橋紘一 [Ｄ] バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の踊り・終幕の踊り（フ
ァリア）
秋田吹奏楽団／遠藤文成（金賞・代表） [Ｂ] 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナーレ（サン＝サーンス）
能代市民吹奏楽団／伊藤千代美 [Ｄ] 海鳴り（高橋ひろみ）

