全日本吹奏楽コンクール第36回秋田県大会
日 時 1994年8月20日（金）中学校Ｃ・中学校Ａの部、8月21日（土）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・大学の部、
8月22日（日）中学校Ｂ・一般の部
会 場 秋田市文化会館大ホール
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 毎日新聞社 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 大野桂二 金沢 茂 斎藤 匠 酒井 貴 進藤史生 高橋 惇 真島俊夫
課題曲 Ⅰ べリーを摘んだらダンスにしよう（間宮芳生）
Ⅱ パルス・モーションⅡ（川崎美保）
Ⅲ 饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」のための音楽（田村文生）
Ⅳ 雲のコラージュ（櫛田朕之扶）
中学校Ｃクラスの部
八竜中学校／近藤美紀 歌劇「カルメン」組曲より（ビゼー）
西明寺中学校／藤峰博昭 飛行の幻想（シェルドン）
八郎潟中学校／岩山純子 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
千畑中学校／奈良公子 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
東成瀬中学校／大沼由和（金賞）シンフォニア・ノビリシマ（ジェイガー）
阿仁中学校／米澤真紀子 ディスカヴァリー・ファンタジ（ジャン・ド・ハーン）
男鹿北中学校／岩谷一貴 誇りと祝典（スウェアリンジェン）
八幡平中学校／根市富士夫 バレエ音楽「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
藤里中学校／塚本香苗 呪文と踊り（チャンス）
生保内中学校／武藤土筆 歌劇「ザンパ」序曲（エロール）
井川中学校／小松 徹 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
西仙北東中学校／加藤 修 ヒーザーウッド・ポートレート（バーンズ）
鷹巣南中学校／小林秀雄 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
下川沿中学校／富樫秀子 バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列（ドリーブ）
皆瀬中学校／柴田宏二（金賞） ファンファーレと祝典の賛歌（ラヴェンダー）
田代中学校／豊嶋孝子 チェスフォード・ポートレート（スウェアリンジェン）
上小阿仁中学校／畠山明子 第１組曲より（ホルスト）
神代中学校／阿部澄子 大草原の歌（ミッチェル）
小坂中学校／中嶋達美 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス）
岩見三内中学校／石井節子 吹奏楽のための序曲（メンデルスゾーン）
山内中学校／平谷こう子 アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
能代第一中学校／佐藤隆夫 バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列（ドリーブ）
大内中学校／佐藤和則 アルヴァマー序曲（バーンズ）
由利中学校／松橋 隆 交響詩「フィンランディア」（シベリウス）
大曲西中学校／米川千栄子 序曲「祝典」（エリクソン）
笹子中学校／吉岡博仁（金賞） マジェスティア（スウェアリンジェン）
協和中学校／福島 泉（金賞） 序曲「祝典」（エリクソン）
十文字西中学校／信太 悟（金賞） 呪文と踊り（チャンス）
中学校Ａクラスの部
雄勝中学校／草彅芳哉 [Ⅰ] 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）
十和田中学校／木次谷葉子 [Ⅰ] 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」（オルフ）
花輪第一中学校／工藤 靖 [Ⅱ] 交響曲第２番「水族館」より第１・３楽章（メイ）
飯島中学校／木内 恒（金賞） [Ⅰ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ）
秋田南中学校／大山 裕 [Ⅰ] バレエ音楽「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン)
湯沢南中学校／鈴木隆博 [Ⅰ] バレエ組曲「恋は魔術師」より（ファリア）
土崎中学校／古澤清明 [Ⅳ] 戦争ソナタ 第６番（プロコフィエフ）
十文字中学校／宮澤壽晴（金賞・代表） [Ⅳ] 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り（Ｒ．シュトラウス）
城南中学校／藤原 滋 [Ⅰ] 「リンカンシャーの花束」より（グレインジャー）
湯沢北中学校／大野多加志 [Ⅰ] バレエ組曲「エスタンシア」より（ヒナステラ）
天王中学校／高橋澄雄（金賞） [Ⅲ] 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」（オルフ）
山王中学校／細谷 直（金賞・代表） [Ⅰ] バレエ音楽「三角帽子」より（ファリア）
高等学校Ｂクラスの部
秋田商業高等学校／浦 伸之 [Ⅱ] 演奏会用序曲「スラヴァ！」（バーンスタイン）
湯沢北高等学校／筑波義厚（金賞） [Ⅳ] バレエ組曲「三角帽子」より（ファリア）
秋田工業高等学校／野上 浩 [Ⅰ] コマンド・マーチ（バーバー）

能代高等学校／伊勢画子 [Ⅳ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
能代商業高等学校／西田勇紀 [Ⅳ] シンフォニックバンドのための交響的音頭（兼田 敏）
秋田経済法科大学附属高等学校／田口利弘 [Ⅰ] 音楽祭のプレリュード（リード）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ⅳ] ウェーバーの主題による交響的変容より（ヒンデミット）
十和田高等学校／夏目由美子 [Ⅳ] 「絵のような風景」より（マスネ）
羽後高等学校／猪股秀明 [Ⅳ] キャンディード序曲（バーンスタイン）
秋田中央高等学校／伊藤吉雄 [Ⅱ] モラヴィア聖歌による変奏曲（バーンズ）
大館商業高等学校／平泉 昌（金賞） [Ⅳ] 第２組曲より マーチ（ホルスト）
増田高等学校／小西由美子 [Ⅳ] 「ハムレットへの音楽」 より（リード）
大館高等学校／平山みどり（金賞） [Ⅲ] 吹奏楽のための交響詩曲「月」（櫛田朕之扶）
雄勝高等学校／阿部智博 [Ⅳ] バレエ音楽「白鳥の湖」より（チャイコフスキー）
二ツ井高等学校／佐川 馨（金賞・代表） [Ⅳ] 交響組曲「寄港地」より 第３楽章（イベール）
由利高等学校／北村克哉 [Ⅱ] キャンディード序曲（バーンスタイン）
高等学校Ａクラスの部
秋田南高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ⅲ] バレエ音楽「竹取物語」より（三善 晃）
新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ⅲ] スペイン狂詩曲より 祭（ラヴェル）
本荘高等学校／川口洋一郎 [Ⅲ] 組曲「イベリア」よりトアトゥリア（アルベニス）
湯沢高等学校／渡部 清（金賞） [Ⅰ] 不思議な笛吹き（ピストン）
大館鳳鳴高等学校／松田 聡 [Ⅰ] 「エフグニーオネーギン」より（チャイコフスキー）
横手高等学校／島森道邦 [Ⅱ] 風紋（保科 洋）
花輪高等学校／関 学 [Ⅳ] バレエ音楽「創世紀」より（ヴィラ＝ロボス）
湯沢商工高等学校／高橋直樹 [Ⅰ] 「ピース オブ マインド」より（ウィルソン）
仁賀保高等学校／岩谷敏和 [Ⅳ] ウェーバーの主題による交響的変容より（ヒンデミット）
秋田高等学校／小林清人 [Ⅰ] 交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松（レスピーギ）
大学の部
秋田大学／丹波貴彦（金賞・代表） [Ⅰ] ウェーバーの主題による交響的変容より（ヒンデミット）
中学校Ｂクラスの部
将軍野中学校／佐藤 尚 [Ⅰ] 吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤康英）
大森中学校／七尾喜美子 [Ⅳ] コラールとカプリチオ（ジョバンニーニ）
能代第二中学校／山木 亮 [Ⅳ] キャンディード序曲（バーンスタイン）
雄和中学校／工藤真悟 [Ⅱ] 音楽祭のプレリュード（リード）
中仙中学校／広瀬尚子 [Ⅱ] バレエ音楽「シルヴィア」より（ドリーブ）
合川中学校／斎藤博生 [Ⅳ] 吹奏楽のための交響曲より（パーシケッティ）
二ツ井中学校／平澤秀樹 [Ⅱ] 風紋（保科 洋）
五城目第一中学校／鈴木矩彦 [Ⅱ] オブ・ア・デイスタント・スター（ハックビー）
三輪中学校／高橋不二夫 [Ⅳ] 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より 祭（伊藤康英）
象潟中学校／篠原奈留子 [Ⅳ] ４つのジプシーダンス「プスタ」より（ロースト）
豊成中学校／田口祐二郎 [Ⅳ] バレエ音楽「エジプト舞曲」より（ルイジーニ）
鳳中学校／加藤浩子 [Ⅳ] バレエ音楽「シルヴィア」より（ドリーブ）
男鹿南中学校／佐々木勉 [Ⅰ] スペイン狂詩曲より 祭（ラヴェル）
河辺中学校／瀧口 宏 [Ⅱ] ジュビラーテ（ジェイガー）
峰浜中学校／古家葉子 [Ⅳ] 歌劇「クリスマスイヴ」より ポロネーズ（リムスキー＝コルサコフ）
稲川中学校／原 隆史 [Ⅳ] 組曲「惑星」より 天王星（ホルスト）
矢島中学校／佐藤章子 [Ⅳ] 組曲「ドリー」より（フォーレ）
尾去沢中学校／工藤 恵 [Ⅱ] 音楽祭のプレリュード（リード）
能代南中学校／佐藤芳子 [Ⅳ] バレエ音楽「シルヴィア」より 狩りの女神たち（ドリーブ）
仁賀保中学校／佐々木喜代子 [Ⅱ] 呪文と踊り（チャンス）
角館中学校／奈良淳一 [Ⅱ] 斉楽祭のプレリュード（リード）
勝平中学校／石黒須磨子 [Ⅰ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ）
浅舞中学校／佐藤 篤 [Ⅳ] バレエ組曲「ガイーヌ」より 子守歌（ハチャトゥリャン）
男鹿東中学校／村田邦夫 [Ⅳ] 幻想舞曲集より 饗宴（トゥリーナ）
金浦中学校／菊地道代 [Ⅳ] 小組曲より（リード）
大曲南中学校／佐藤 敦 [Ⅳ] シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田 敏）
−般の部
横手吹奏楽団／小川文男 [Ⅳ] 第３組曲より（リード）
秋田シンフォニックウインドアンサンプル／高崎 一 [Ⅰ] スターズ・アトランピック ９６（三善
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎 [Ⅳ] キャンディード序曲（バーンスタイン）
能代市民吹奏楽団／伊藤千代美 [Ⅳ] 歌劇「ファウスト」舞踊音楽より（グノー）
秋田吹奏楽団／遠藤文成 [Ⅰ] 交響組曲「寄港地」より（イベール）
大曲吹奏楽団／小塚 類（金賞・代表）」 [Ⅳ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）

晃）

