全日本吹奏楽コンクール第37回秋田県大会
日 時 1995年9月8日（金）中学校Ｃ・中学校Ａの部、9月9日（土）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・大学の部、
9月10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 岩本伸一 木村吉宏 斎藤 匠 竹内俊一 並木博美 森川修一 森田一浩
課題曲 Ⅰ 行進曲「ラメセスⅡ世」（阿部勇一）
Ⅱ スプリング・マーチ（大石美香）
Ⅲ 第１行進曲「ジャンダルム」（高島 豊）
Ⅳ アップル・マーチ（野村正憲）
中学校Ｃクラスの部
花岡中学校／辻 淑子 歌劇「ザンパ」序曲（エロール）
藤里中学校／斎藤 孝 元禄（櫛田朕之扶）
上小阿仁中学校／斎藤ちよみ シンフォニア・ノビリシマ（ジェイガー）
西仙北東中学校／加藤 修 第２組曲より（ホルスト）
由利中学校／野田口裕子 ブルーリッジの伝説（スウェアリンジェン）
八森中学校／鈴木良子 ペルシアの市場にて（ケテルビー）
大館南中学校／米川美穂子 インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
八竜中学校／近藤美紀（金賞） 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
大曲西中学校／米川千栄子 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
岩見三内中学校／石井節子 アパラチアン序曲（バーンズ）
八郎潟中学校／唐津谷浩生（金賞） アパラチアン序曲（バーンズ）
金浦中学校／菊地道代 序曲「祝典」（エリクソン）
豊岩中学校／菅原 明 メモリーズ・オブ・フレンズ（真島俊夫）
下川沿中学校／富樫秀子（金賞） 喜漱劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス）
十文字西中学校／信大 悟（金賞） 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕
豊成中学校／田口祐二郎 第２組曲より（ホルスト）
八幡平中学校／木次谷葉子 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ）
三輪中学校／高橋不二夫 管楽器のための「古典幻想曲」（伊藤康英）
檜木内中学校／伊藤辰雄 川の流れるところ（スウェアリンジェン）
阿仁中学校／米澤眞紀子 たなばた（さかいいたる）
仙北中学校／田村 忍（金賞） ４つのジプシー・ダンス「プスタ」より（ロースト）
井川中学校／小松 徹 インヴィクタ序曲（スウェアリンジェン）
皆瀬中学校／柴田宏二（金賞） 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
神代中学校／阿部澄子 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
西目中学校／奥村美恵子 コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
協和中学校／福島 泉（金賞） 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
中学校Ａクラスの部
花輪第一中学校／工藤 靖 [Ⅲ] 交響詩「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
男鹿南中学校／佐々木勉（金賞） [Ⅱ] スペイン奇想曲より（リムスキー＝コルサコフ）
土崎中学校／古澤清明 [Ⅳ] 交響詩「ローマの松」より（レスピーギ）
秋田西中学校／三條正弘 [Ⅲ] 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り（Ｒ．シュトラウス）
山王中学校／細谷 直（金賞・代表） [Ⅱ] 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り（Ｒ．シュトラウス）
秋田南中学校／大山 裕 [Ⅱ] スペイン狂詩曲より マラゲーニャ・祭（ラヴェル）
湯沢南中学校／鈴木隆博 [Ⅱ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ）
横手南中学校／遠藤恒夫 [Ⅱ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
飯島中学校／木内 恒 [Ⅱ] 交響詩「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー）
十文字中学校／宮澤壽晴（金賞・代表） [Ⅲ] 組曲「金鶏」より（リムスキー＝コルサコフ）
高等学校Ｂクラスの部
秋田経済法科大学附属高等学校／田口利弘 [Ⅲ] 喜歌劇「スペードの女王」序曲（スッペ）
角館高等学校／佐川郁夫 [Ⅰ] バレエ音楽「アパラチアの春」より（コープランド）
大館商業高等学校／平泉 昌 [Ⅳ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
湯沢商工高等学校／小野 彪（金賞・代表） [Ⅱ] 歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ）
増田高等学校／小西由美子 [Ⅱ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
羽後高等学校／猪股秀明 [Ⅱ] 第１組曲より（ホルスト）
角館南高等学校／髙橋直樹 [Ⅲ] エル・カミーノ・レアル（リード）

大曲農業高等学校／鈴木広悦 [Ⅳ] バレエ音楽「スパルタカス」より（ハチャトゥリャン）
十和田高等学校／夏目由美子（金賞） [Ⅲ] 喜歌劇「ボッカチオ」序曲（スッペ）
秋田商業高等学校／佐々木雅子（金賞） [Ⅱ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
二ツ井高等学校／佐川 馨 [Ⅳ] バレエ音楽「白鳥の湖」より（チャイコフスキー）
秋田工業高等学校／野上 浩（金賞） [Ⅱ] スラヴ行進曲（チャイコフスキー）
大館高等学校／平山みどり [Ⅳ] そしてどこにも山の姿はない（シュワントナー）
大館桂高等学校／鈴木昌之 [Ⅳ] バレエ組曲「エスタンシア」より（ヒナステラ）
秋田西高等学校／伊藤和暁 [Ⅲ] 交響曲第８番より 第４楽章（ドヴォルザーク）
高等学校Ａクラスの部
花輪高等学校／関 学 [Ⅲ] 「ビザンチンのモザイク画」より 第３曲「復活の天使」（チェザリーニ）
新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より（ラヴェル）
湯沢高等学校／渡部 清（金賞） [Ⅱ] バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より（ラヴェル）
大館鳳鳴高等学校／加賀隆寛 [Ⅰ] 十字軍シグールより（グリーグ）
仁賀保高等学校／岩谷敏和 [Ⅲ] 楽劇「サロメ」より７つのヴェールの踊り（Ｒ．シュトラウス）
秋田高等学校／小林清人 [Ⅱ] バレエ組曲「シバの女王ベルギス」より第１・４楽章（レスピーギ）
本荘高等学校／川口洋一郎 [Ⅰ] 交響曲第３番 ６楽章より（マーラー）
湯沢北高等学校／筑波義厚 [Ⅱ] 歌劇「ジプシー男爵」序曲（Ｊ．シュトラウス）
秋田南高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ⅰ] 舞楽より第２部（黛 敏郎）
大学の部
秋田大学／長谷川拓郎（金賞・代表） [Ⅰ] バレエ音楽「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン）
中学校Ｂクラス
合川中学校／斎藤博生 [Ⅳ] 第１組曲より（ホルスト）
浅舞中学校／佐藤 篤 [Ⅲ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
大潟中学校／岩谷一貴 [Ⅳ] 序曲「春の猟犬」（リード）
秋田東中学校／藤原尚彦 [Ⅱ] 献呈序曲（ウィリアムズ）
大曲南中学校／高井哉子 [Ⅱ] 吹奏楽のための第２組曲より第１・４楽章（リード）
山内中学校／平谷こう子 [Ⅲ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
河辺中学校／瀧口 宏（金賞） [Ⅳ] エル・カミーノ・レアル（リード）
東雲中学校／田賀香乃 [Ⅱ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ）
角館中学校／藤沢和弘（金賞） [Ⅱ] エル・カミーノ・レアル（リード）
尾去沢中学校／工藤 恵 [Ⅳ] 交響組曲より イントラーダ・コラール・ジュビリー（ウィリアムズ）
東成瀬中学校／大沼由和 [Ⅳ] スラヴィア（ロースト）
稲川中学校／滑川登茂子（金賞） [Ⅳ] エル・カミーノ・レアル（リード）
仁賀保中学校／佐々木喜代子（金賞） [Ⅲ] エル・カミーノ・レアル（リード）
鳳中学校／加藤浩子 [Ⅱ] 序曲「インペラトリクス」（リード）
二ツ井中学校／平澤秀樹 [Ⅲ] シンフォニック・オード（保科 洋）
男鹿東中学校／村田邦夫（金賞・代表） [Ⅱ] 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ）
能代第二中学校／山木 亮 [Ⅱ] バレエ音楽「白鳥の湖」より（チャイコフスキー）
将軍野中学校／佐藤 尚（金賞） [Ⅲ] バレエ音楽「ドン・キホーテ」よりパ・ドゥ・ドゥ（ミンクス）
象潟中学校／篠原奈留子 [Ⅲ] ４つのジプシーダンス「プスタ」より（ロースト）
西明寺中学校／藤峰博昭 [Ⅲ] 第２組曲より（ホルスト）
勝平中学校／佐藤三和子（金賞） [Ⅲ] 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）
中仙中学校／広瀬尚子 [Ⅲ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ）
一般の部
秋田吹奏楽団／遠藤文成（金賞） [Ⅱ] 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」（伊藤康英）
秋田シンフォニックウインドアンサンブル（高崎 一） [Ⅲ] 交響曲第１番「指輪物語」より 第１楽章 ガンダルフ（メ
イ）
大館吹奏楽団／米澤 潤 [Ⅱ] 「スリーダンス・エピソード」より（バーンスタイン）
大曲吹奏楽団／小塚 類（金賞・代表） [Ⅰ] エルサレム賛歌（リード）

