全日本吹奏楽コンクール第38回秋田県大会
日 時 1996年8月23日（金）中学校Ｃ・中学校Ａの部、8月24日（土）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・大学の部、
8月25日（日）中学校Ｂ・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
共 催 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 岩本伸一 久志本涼 小長谷宗一 並木博美 松本 煕 森川修一 森田一浩
課題曲 Ⅰ 「管楽器のためのソナタ」（伊藤康英）
Ⅱ 「般若」（松浦欣也）
Ⅲ 「クロマティックプリズム」（松尾善雄）
Ⅳ 「はるか、大地へ」（上岡洋一）
Ⅴ 「交響的譚詩〜吹奏楽のための」（露木正登）
中学校Ｃクラスの部
能代市立能代東中学校／荒井洋子 アパラチアの遺産（シェルドン）
西目町立西目中学校／奥村恵美子 バンドのための民話（カウディル）
中仙町立豊成中学校／新道喜美子 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
鳥海町立川内中学校／茂木章子 マジェスティア（スウェアリンジェン）
大館市立花岡中学校／辻 淑子 ４つのジプシーダンス「プスタ」より（ロースト）
増田町立増田中学校／宮澤壽晴（金賞） 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
皆瀬村立皆瀬中学校／柴田宏二 組曲「道化師」よりⅠ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅹ（カバレフスキー／藤田玄播）
大潟村立大潟中学校／岩谷一貴 エボリューションズ（リード）
森吉町立森吉中学校／斎藤博生 バンドのための民話（カウディル）
大内町立出羽中学校／高橋一久 センチュリア（スウェアリンジェン）
藤里町立藤里中学校／斎藤 孝 巫女の詠えるうた（大栗 裕）
八竜町立八竜中学校／近藤美紀（金賞） 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲（スッペ／モレリ）
西木村立檜木内中学校／伊藤辰雄 山並の雄姿（シェイファー）
小坂町立小坂中学校／根市富司夫（金賞） 序曲「祝典」（エリクソン）
協和町立協和中学校／竹村和宏 火の伝説（櫛田朕之扶）
南外村立南外中学校／奈良淳一 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ／フィルモア）
八郎潟町立八郎潟中学校／唐津谷浩生（金賞） 不滅の光り（スウェアリンジェン）
能代市立能代第一中学校／佐藤隆夫 歌劇「ジョコンダ」より時の踊り（ポンキエルリ／ベネット）
大舘市立下川沿中学校／富樫秀子（金賞） 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲（オッフェンバック／オドム）
六郷町立六郷中学校／倉橋正伸（金賞） 喜歌劇「軽騎兵」序曲（スッペ／フィルモア）
雄和町立大正寺中学校／江畑美香 ウェスト・セイラムの風（ハックビー）
秋田大学教育学部附属中学校／深井治郎 序曲「祝典」（エリクソン）
羽後町立三輪中学校／土田亜由美 ブルー・リッジの伝説（スウェアリンジェン）
平鹿町立醍醐中学校／向井周子 コラールとカプリチオ（ジョヴァンニーニ）
仙北町立仙北中学校／田村 忍 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
鹿角市立八幡平中学校／木次谷葉子（金賞） 歌劇「ザンパ」序曲（エロール／サフラネク）
河辺町立岩見三内中学校／石井節子 オヴェイション序曲（ホゼイ）
十文字町立十文字西中学校／信太 悟 シンフォニックバンドのための交響的音頭（兼田 敏）
中学校Ａクラスの部
湯沢市立湯沢北中学校／大野多加志（金賞） [Ⅱ] 交響組曲「寄港地」より（イベール／デュポン）
十文字町立十文字中学校／西野幸子（金賞） [Ⅱ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ／藤田玄播）
横手市立横手南中学校／遠藤恒夫 [Ⅱ] バレエ組曲「黄金時代」より（ショスタコーヴィチ／ボズベイン）
男鹿市立男鹿南中学校／佐々木勉 [Ⅴ] 「三つのノクターン」より祭（ドビッシー／藤田玄播）
秋田市立飯島中学校／木内 恒（金賞・代表） [Ⅲ] 「舞踊組曲」より（バルトーク／佐藤正人）
鹿角市立花輪第一中学校／工藤 靖 [Ⅱ] バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より（レスピーギ／淀 彰）
秋田市立秋田南中学校／大山 裕 [Ⅳ] 道化師の朝の歌（ラヴェル／藤田玄播）
秋田市立秋田西中学校／村田邦夫（金賞） [Ⅰ] バレエ組曲「恋は魔術師」より（ファリア／星出尚志）
秋田市立山王中学校／細谷 直（シード） [Ⅱ] 「スペイン狂詩曲」より祭（ラヴェル／八田泰一）
高等学校Ｂクラスの部
秋田県立花輪高等学校／関 学 [Ⅰ] スキタイ組曲「アラとロリー」より（プロコフィエフ）
秋田県立十和田高等学校／夏目由美子（金賞） [Ⅳ] 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲（グリンカ／ウィンターボト
ム）
秋田県立角館高等学校／佐川郁夫 [Ⅱ] バレエ組曲「ロメオとジュリエツト」より（プロコフィエフ／淀 彰）
秋田県立大館高等学校／平山みどり [Ⅱ] フェスティーボ（ネリベル）

秋田市立秋田商業高等学校／佐々木雅子 [Ⅳ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／林 紀人）
秋田県立増田高等学校／小西由美子（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ組曲「ライモンダ」より（グラズノフ／林 紀人）
秋田県立雄勝高等学校／村上佳尊 [Ⅱ] 第１組曲より マーチ（ホルスト）
秋田県立角館南高等学校／高橋直樹 [Ⅱ] 「祝典のための音楽」より（スパーク）
秋田県立湯沢商工高等学校／小野 彪（金賞） [Ⅳ] キャンディード序曲（バーンスタイン／グランドマン）
秋田県立二ツ井高等学校／佐川 馨 [Ⅰ] 「舞踏組曲」より 第Ⅴ舞曲・終曲（バルトーク／仲田 守）
秋田県立秋田中央高等学校／伊藤吉雄 [Ⅲ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より 皇帝と廷臣たちの入場（コダーイ／バ
イナム）
秋田県立秋田工業高等学校／野上 浩 [Ⅱ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／林 紀人）
秋田経済法科大学附属高等学校／田口利弘 バレエ組曲「恋は魔術師」より 火祭りの踊り（ファリア／ヴィギンズ）
高等学校Ａクラスの部
秋田県立湯沢北高等学校／筑波義厚（金賞） [Ⅲ] バレエ音楽「パリの喜び」より（オッフェンバック／小長谷宗一）
秋田県立湯沢高等学校／金内 哲（金賞） [Ⅲ] 「舞踏組曲」より第２・３楽章（バルトーク／鈴木英史）
秋田県立本荘高等学校／川口洋一郎 [Ⅴ] 「３つのノクターン」より祭（ドビッシー／シェーファー）
秋田県立秋田南高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ⅴ] バレエ組曲「中国の不思議な役人」より（バルトーク／天
野正道）
秋田県立大館鳳鳴高等学校／加賀隆寛 [Ⅲ] バレエ組曲「赤いけしの花」より イントロダクション・ロシア水兵の踊
り（グリエール／淀 彰）
秋田県立仁賀保高等学校／岩谷敏和（金賞） [Ⅴ] 「子供のアルバム」より 葬送の行進・トッカータ（ハチャトゥリ
ャン／カーナー）
秋田県立新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ⅴ] 交響組曲「寄港地」より（イベール／デュポン）
大学の部
秋田大学／長谷川拓郎（金賞・代表） [Ⅱ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ／バイナム）
中学校Ｂクラス
横手市立鳳中学校／加藤浩子 [Ⅱ] 交響詩「フィンランディア」（シベリウス／ハインズレー）
二ツ井町立二ツ井中学校／平澤秀樹 [Ⅳ] 歌劇「フィガロの結婚」序曲（モーツァルト／スロカム）
鹿角市立尾去沢中学校／金沢恵里菜 [Ⅱ] ダンス・セレスティアーレ（シェルドン）
秋田市立土崎中学校／古澤清明 [Ⅱ] 吹奏楽のための木挽歌（小山清茂）
男鹿市立男鹿東中学校／戸田倶子（金賞） [Ⅰ] バレエ組曲「ライモンダ」より（グラズノフ／林 紀人）
西木村立西明寺中学校／藤峰博昭 [Ⅰ] バレエ組曲「四季」より秋（グラズノフ／藤田玄播）
河辺町立河辺中学校／瀧口 宏（金賞・代表） [Ⅱ] 吹奏楽のための練習曲（小林 徹）
仁賀保町立仁賀保中学校／阿部貴紀 [Ⅳ] オリエント急行（スパーク）
大館市立第一中学校／三浦玲子 [Ⅱ] 風と炎の踊り（小長谷宗一）
東成瀬村立東成瀬中学校／大沼由和 [Ⅳ] 前車曲と原始の踊り（ハックビー）
角館町立角館中学校／藤沢和弘 [Ⅲ] 「オセロ」より（リード）
秋田市立秋田東中学校／藤原尚彦 [Ⅱ] マスク（マクベス）
天王町立天王中学校／高橋澄雄 [Ⅲ] バレエ組曲「恋は魔術師」より（ファリア／星出尚志）
象潟町立象潟中学校／原 隆史（金賞） [Ⅱ] 風紋（保科 洋）
稲川町立稲川中学校／滑川登茂子（金賞） [Ⅲ] 「オセロ」より第３・４楽章（リード）
井川町立井川中学校／小松 徹 [Ⅰ] ４つのジプシー・ダンス「プスタ」より（ロースト）
合川町立合川中学校／小林秀雄 [Ⅱ] カンタベリーコラール（ロースト）
山内村立山内中学校／平谷こう子 [Ⅱ] 組曲「道化師」より（カバレフスキー／藤田玄播）
平鹿町立浅舞中学校／佐藤 篤（金賞） [Ⅱ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ／小長谷宗一）
大館市立東中学校／長岩亜紀子 [Ⅱ] 火の伝説（櫛田朕之扶）
能代市立能代南中学校／佐藤芳子 [Ⅱ] スラブ舞曲第８番（ドヴォルザーク／ロングフィールド）
ー般の部
大館吹奏楽団／米澤 潤 [Ⅲ] 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より（オルフ／クランス）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎 [Ⅰ] 「舞踏組曲」より（バルトーク／淀 彰）
秋田吹奏楽団／遠藤文成（金賞・代表） [Ⅴ] 「ミシシッピ組曲」より マルデイ・グラ（グロフェ）
大曲吹奏楽団／小塚 類（シード） [Ⅴ] バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より（レスピーギ／木村吉宏）

