
全日本吹奏楽コンクール第39回秋田県大会
日 時 1997年8月22日（金）中学校Ｂ・中学校Ａの部、8月23日（土）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・大学の部、

8月24日（日）中学校Ｃ・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 天野正道 石井芳伸 小串敏寿 久志本涼 小長谷宗一 松代晃明 松本 煕
課題曲 Ⅰ マーチ「ライジング・サン」（荒井千悦子）

Ⅱ マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」（内藤淳一）
Ⅲ 「五月の風」（真島俊夫）
Ⅳ 「ラ・マルシュ」（稲村穣司）

中学校Ｂクラスの部
河辺町立河辺中学校／瀧口 宏 [Ⅲ] シンフォニック・オード（保科 洋）
角館町立角館中学校／藤沢和弘 [Ⅱ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
男鹿市立男鹿東中学校／戸田倶子（金賞） [Ⅱ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
仁賀保町立仁賀保中学校／阿部貴紀（金賞） [Ⅲ] ダンテの「神曲」より 第１楽章地獄篇（R．W．スミス）
稲川町立稲川中学校／深井ゆう子 [Ⅱ] アルメニアンダンス・パートⅡより 第３楽章「ロリの歌」（リード）
能代市立東雲中学校／平塚香乃 [Ⅳ] バンドのための民話（カウディル）
鹿角市立尾去沢中学校／金沢恵里菜 [Ⅳ] 序曲「インペラトリクス」（リード）
男鹿市立男鹿南中学校／加藤 剛（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ／小長谷宗一）
増田町立増田中学校／宮澤壽晴（金賞） [Ⅱ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／稲垣卓三）
合川町立合川中学校／小林秀雄 [Ⅱ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
羽後町立羽後中学校／佐藤久美子 [Ⅰ] 呪文と踊り（チャンス）
象潟町立象潟中学校／原 隆史（金賞） [Ⅲ] 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
秋田市立勝平中学校／小林香代子 [Ⅲ] 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール（サン＝サーンス／ステイガー）
西木村立西明寺中学校／鈴木美夏子 [Ⅰ] ヴィジョンズ・オブ・フライト（シェルドン）
大館市立第一中学校／三浦玲子 [Ⅱ] 第２組曲より マーチ・ダーガソンによる幻想曲（ホルスト）
東成瀬村立東成瀬中学校／大沼由和 [Ⅳ] 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より（ハチャトゥリャン／仲田 守）
鷹巣町立鷹巣中学校／高橋 晋 [Ⅱ] 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より（ハチャトゥリャン／仲田 守）
大曲市立大曲南中学校／高井哉子 [Ⅳ] 交響組曲より（ウィリアムズ）
中学校Ａクラスの部
湯沢市立湯沢南中学校／鈴木隆博 [Ⅲ] 交響詩「ローマの祭」より（レスピーギ／磯崎敦博）
湯沢市立湯沢北中学校／大野多加志（金賞・代表） [Ⅰ] バレエ組曲「仮面舞踏会」より（ハチャトゥリャン／鈴木英
史）
鹿角市立花輪第一中学校／工藤 靖 [Ⅱ] 舞踏組曲より（バルトーク／淀 彰）
秋田市立秋田西中学校／村田邦夫 [Ⅰ] バレエ組曲「シルヴィア」より（トリーブ／建部知弘）
秋田市立城東中学校／佐々木勉 [Ⅳ] 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）
秋田市立秋田南中学校／大山 裕 [Ⅲ] 三つの交響的素描「海」より 第３楽章「風と海との対話」（ドビッシー／藤田
玄播）
十文字町立十文字中学校／西野幸子 [Ⅱ] 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス／淀 彰）
秋田市立飯島中学校／木内 恒（金賞・代表） [Ⅱ] 交響曲第３番「シンフォン・ポエム」（ハチャトゥリャン／小林
久仁郎）
秋田市立山王中学校／細谷 直（シード） [Ⅱ] バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け・全員の踊り
（ラヴェル／ブートリー）
高等学校Ｂクラスの部
秋田県立大曲農業高等学校／鈴木広悦 [Ⅱ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／鈴木広悦）
秋田県立増田高等学校／菊田せい子（金賞・代表） [Ⅲ] 組曲「展覧会の絵」より（ムソグルスキー／ハインズレー）
秋田県立仁賀保高等学校／岩谷敏和 [Ⅳ] 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗 裕）
秋田県立鷹巣高等学校／伊勢画子 [Ⅱ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ／バイナム）
秋田県立角館南高等学校／高橋直樹 [Ⅱ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
秋田県立秋田西高等学校／伊藤吉雄（金賞） [Ⅱ] バレエ音楽「赤いけしの花」より イントロダクションとロシア水
兵の踊り（グリエール／淀 彰）
秋田県立花輪高等学校／関 学 [Ⅳ] 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ／藤田玄播）
秋田県立秋田高等学校／笹渕 篤 [Ⅲ] 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より（ハチャトゥリャン／仲田 守）
秋田市立秋田商業高等学校／佐々木雅子 [Ⅲ] 交響組曲「シェエラザード」より 第２楽章（リムスキー＝コルサコフ
／淀 彰）
秋田県立湯沢商工高等学校／小野 彪 [Ⅰ] ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲（コダーイ／森田一浩）



秋田県立小坂高等学校／牧野賢美 [Ⅳ] ピアノのための「日本組曲」より 盆踊り・七夕・倭武多（伊福部 昭／牧野
賢史）
秋田県立二ツ井高等学校／佐々木智美 [Ⅱ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ／バイナム）
秋田県立十和田高等学校／夏目由美子（金賞） [Ⅱ]バレエ音楽「シルヴィア」より（ドリーブ／建部知弘）
秋田県立秋田工業高等学校／野上 浩（金賞） [Ⅲ]スペイン奇想曲より 第３・４・５楽章（リムスキー＝コルサコフ
／ハインズレー）
秋田県立角館高等学校／島森道邦 [Ⅳ] 吹奏楽のための組曲「ハムレッドへの音楽」より（リード）
高等学校Ａクラスの部
秋田県立本荘高等学校／川口洋一郎 [Ⅲ] 交響曲第１番 第４楽章より（マーラー／川口洋一郎）
秋田県立大館鳳鳴高等学校／加賀隆寛 [Ⅲ] 喜歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス／淀 彰）
秋田県立湯沢高等学校／細井大成 [Ⅲ] 交響組曲「寄港地」より（イベール／デュポン）
秋田県立新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ音楽「中国の不思議な役人」より（バルトーク／髙野豊
昭）
秋田県立秋田南高等学校／小林久仁郎（金賞・代表） [Ⅲ] バレエ音楽「かかし王子」より 王女とかかし王子の踊り
（バルトーク／天野正道）
秋田県立湯沢北高等学校／筑波義厚 [Ⅲ] 歌劇「ミニヨン」序曲（トマ／淀 彰）
大学の部
秋田大学／阿部 隆（金賞・代表） [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）
秋田工業高等専門学校／阿部善博 [Ⅱ] ラプソディック・エピソード（カーター）
中学校Ｃクラス
田沢湖町立生保内中学校／田村美香 組曲「道化師」より（カバレフスキー／藤田玄播）
大館市立下川沿中学校／富樫秀子 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルデイ／カイリエ）
羽後町立高瀬中学校／福山朱美 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
天王町立天王南中学校／小白川浩司 セレブレーション（ズデクリック）
横手市立鳳中学校／加藤浩子 第２組曲より（ホルスト）
鳥海町立川内中学校／茂本章子 序曲「祝典」（エリクソン）
秋田市立秋田北中学校／平良木美樹子 ペガサスの飛翔（シェイフアー）
仙北町立仙北中学校／田村 忍（金賞） セント・アンソニー・ヴアリエーション（ヒル）
皆瀬村立皆瀬中学校／柴田宏二 序曲「バラの謝肉祭」（オリヴァドッティ）
矢島町立矢島中学校／金森幸樹 バンドのための民話（カウディル）
秋田市立豊岩中学校／藤島光子 喜歌劇「詩人と農夫」序曲（スッペ／髙野豊昭）
南外村立南外中学校／奈良淳一（金賞） 歌劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（ワーグナー／カイリ
エ）
比内町立比内中学校／松本美智子 序曲「祝典」（エリクソン）
由利町立由利中学校／野田口裕子 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
八竜町立八竜中学校／近藤美紀 喜歌劇「天国と地獄」序曲（オッフェンバック）
能代市立能代東中学校／荒井洋子 序曲「ベーター・シュモール」（ウェーバー／スミス）
中仙町立豊成中学校／伊藤和美 序曲「祝典」（エリクソン）
八郎潟町立八郎潟中学校／唐津谷浩生 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
上小阿仁村立上小阿仁中学校／本城谷理香 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
大内町立大内中学校／佐藤和則 アヴァンチユーラ（スウェアリンジェン）
田代町立田代中学校／清水 稔 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
小坂町立小坂中学校／根市富司夫（金賞） 遠き炎の光（エリクソン）
中仙町立中仙中学校／阿部澄子 大草原の歌（ミッチェル）
藤里町立藤里中学校／斎藤 孝 吹奏楽のための組曲「竹取物語」より（櫛田朕之扶）
鹿角市立八幡平中学校／木次谷葉子（金賞） サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」より間奏曲（ヒメネス／カリシ
ング）
本荘市立本荘北中学校／山岡文彦（金賞） コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
雄和町立大正寺中学校／江畑美香 センチュリア（スウェアリンジェン）
大潟村立大潟中学校／岩谷一貴 オヴェーション・オーヴァーチュア（ホゼイ）
羽後町立三輪中学校／土田亜由美（金賞） 狂詩曲「ノヴェナ」（スウェアリンジェン）
協和町立協和中学校／竹村和宏（金賞） 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～（大栗 裕）
大曲市立大曲西中学校／佐藤 敦（金賞） 序曲「祝典」（エリクソン）
森吉町立森吉中学校／斎藤博生 メモリーズ・オブ・フレンズ（真島俊夫）
六郷町立六郷中学校（倉橋正伸） 歌劇「運命の力」序曲（ヴェルディ／レイク）
一般の部
能代市民吹奏楽団／田村昭夫 [Ⅱ] ハンガリー狂詩曲 第２番（リスト／モーレンスコット）
秋田吹奏楽団／遠藤文成（金賞・代表） [Ⅲ] アルメニアンダンス・パートⅠ（リード）
ＮＧ吹奏楽団／中野晃太郎（金賞） [Ⅲ] ソング・アンド・ダンス（鈴木英史）
大曲吹奏楽団／小塚 類（シード） [Ⅱ] 「オセロ」より（リード）


