全日本吹奏楽コンクール第40回秋田県大会
日 時 1998年8月21日（金）中学校Ｃ・中学校Ａの部、8月22日（土）高等学校Ｂ・高等学校Ａ・大学の部、
8月23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 在原 豊 木村吉宏 四反田素幸 高橋 馨 中村均一 並木博美 野崎剛史
課題曲 Ⅰ 「童夢」（松尾善雄）
Ⅱ 「稲穂の波」（福島弘和）
Ⅲ 「アルビレオ」（保科 洋）
Ⅳ 「ブラジリアン・ポートレート」（河野土洋）
中学校Cクラスの部
秋田市立外旭川中学校／船木由香 バンドのための民話（カウディル）
鳥海町立笹子中学校／松橋 隆 ブルー・リッジの伝説（スウェアリンジェン）
大内町立出羽中学校／高橋一久 ブルー・リッジの伝説（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） コラールとカプリッチオ（ジョバンニーニ／ロビンソン）
千畑町立千畑中学校／荒川公子 序曲「インぺラトリクス」（リード）
八森町立八森中学校／平澤秀樹 トーナメント（ブラ）
八竜町立八竜中学校／近藤美紀（金賞） 歌劇「ザンパ」序曲（エロール／ヴァンデルビーク）
大曲市立大曲西中学校／佐藤 敦（金賞） 元禄（櫛田朕之扶）
田沢湖町立生保内中学校／田村美香（金賞） コラールとカプリッチオ（ジョバンニーニ／ロビンソン）
大館市立第二中学校／佐々木順子 朝鮮民謡の主題による変奏曲（チャンス）
六郷町立六郷中学校／鈴木幸栄 エル・カミーノ・レアル（リード）
田沢湖町立神代中学校／田口祐二郎 コヴィントン広場（スウェアリンジェン）
八郎潟町立八郎潟中学校／唐津谷浩生 交響曲物語（シェルドン）
由利町立由利中学校／野田口裕子 祝典と踊り（スウェアリンジェン）
田代町立田代中学校／清水 稔 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
大館市立下川沿中学校／富樫秀子 酋歌劇「こうもり」序曲（Ｊ．シュトラウス／カイリエ）
比内町立比内中学校／工藤公子 シーゲート序曲（スウェアリンジェン）
金浦町立金浦中学校／菊地道代 栄光のすべてに（スウェアリンジェン）
十文字町立十文字西中学校／信太 悟 古祀（保科 洋）
能代市立第一中学校／佐藤隆夫 序曲「イシターの凱旋」（オリヴァドッティ）
構手市立金沢中学校／吉田千亜紀 シンフォニック・バンドのための交響的音頭（兼田 敏）
藤里町立藤里中学校／武藤美夕希（金賞） 吹奏楽のための太神楽（小山清茂）
秋田市立秋田北中学校／平良木美樹子（金賞） 「スラヴ舞曲集第１集」より第４・８番（ドヴォルザーク／松岡茂美）
雄和町立大正寺中学校／江畑美香 オヴェイジョン序曲（ホゼイ）
神岡町立平和中学校／福島 泉 海の歌（ミッチェル）
上小阿仁村立上小阿仁中学校／古家葉子 バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ／小長谷宗一）
本荘市立北中学校／山岡文彦 ディスカヴァリー・ファンタジーより（ヤン・デ・ハーン）
鹿角市立八幡平中学校／木次谷葉子 紅毛氈（星出尚志）
秋田市立豊岩中学校／藤島光子（金賞） バンドのための民話（カウディル）
皆瀬村立皆瀬中学校／柴田宏二（金賞） 「ハンガリーの風景」よりⅠ・Ⅱ・Ⅴ（バルトーク／山本教生）
中仙町立豊成中学校／新道喜美子（金賞） バレエ組曲「シルヴィア」よりバッカスの行列（ドリーブ／ヴァン・デル
・ベーク）
中学校Aクラスの部
十文字町立十文字中学校／西野幸子 [Ⅱ] 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ／ゴドフリー）
大舘市立東中学校／辻 淑子 [Ⅱ] 序曲「ピータールー」（アーノルド／セイヤー）
湯沢市立湯沢北中学校／大野多加志（金賞・代表） [Ⅰ] バレエ音楽「スパルタクス」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] 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜（大栗 裕）
秋田市立城南中学校／菅原 明 [Ⅱ] バレエ組曲「火の烏」より（ストラヴィンスキー／デューカー）
増田町立増田中学校／宮澤壽晴（金賞） [Ⅰ] 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」（Ｒ．シュ
トラウス／斎藤 淳）
秋田市立秋田西中学校／村田邦夫 [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／ウィルソン）
秋田市立飯島中学校／木内 恒（金賞・代表） [Ⅱ] 交響曲第１番より 第4楽章（ラフマニノフ／髙野豊昭）
秋田市立秋田南中学校／大山 裕 [Ⅱ] 交響組曲「寄港地」より（イベール／デュポン）
特別演奏

（全日本吹奏楽コンクール全国大会３年連続金賞受賞による）
秋田市立山王中学校／細谷 直
トランペット吹きの休日（アンダーソン）
歌劇「シチリア島のタベの祈り」序曲（ヴェルディ／淀 彰）
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 [Ⅰ] 春になって、王たちが戦いに出るに及んで（ホールジンガー）
秋田県立仁賀保高等学校／岩谷敏和 [Ⅰ] 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／カー
ナー）
秋田県立増田高等学校／高久英夫 [Ⅱ] 組曲「惑星」より木星（ホルスト／カーナウ）
秋田県立大曲工業高等学校／田村裕三 [Ⅳ] …そしてどこにも山の姿はない（シュワントナー）
秋田県立秋田西高等学校／伊藤吉雄 [Ⅰ] 「ラ・レボルトサ」より前奏曲（チャピ／松代晃明）
秋田県立能代高等学校／斎藤誠宏 [Ⅱ] 「イベリア」第２巻より第３曲 トゥリアーナ（アルベニス／マス＝キレス）
秋田市立秋田商業高等学校／佐々木雅子 [Ⅲ] ３つのノクターンより「祭」（ドビッシー／藤田玄播）
秋田県立鷹巣高等学校／伊勢画子 [Ⅲ] セント・アンソニー・ヴァリエーション（ヒル）
秋田県立十和田高等学校／平山みどり [Ⅳ] 「ハムレットへの音楽」より（リード）
秋田県立雄勝高等学校／村上佳尊 [Ⅲ] 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より（コダーイ／バイナム）
秋田県立角館高等学校／島森道邦 [Ⅱ] 交響詩「ローマの祭」より チェルチェンセス・主顕祭（レスピーギ／藤田玄
播）
秋田県立大館桂高等学校／小田島恵子 [Ⅱ] 「音楽の夜会」より（ロッシーニ／ブリテン）
秋田県立花輪高等学校／関 学（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ音楽「恋は魔術師」より（ファリア／星出尚志）
高等学校Aクラスの部
秋田県立新屋高等学校／髙野豊昭（金賞・代表） [Ⅱ] 交響曲より第４楽章（矢代秋雄／伊藤康英）
秋田県立横手高等学校／小西由美子 [Ⅰ] 「オセロ」より（リード）
秋田県立秋田高等学校／笹渕 篤 [Ⅰ] バレエ組曲「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／林 紀人）
秋田県立本荘高等学校／川口洋一郎 [Ⅱ] スペイン狂詩曲より 祭（ラヴェル／髙野豊昭）
秋田県立湯沢北高等学校／筑波義厚 [Ⅱ] バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より（レスピーギ／淀 彰）
秋田県立大館鳳嶋高等学校／夏目由美子 [Ⅰ] バレエ音楽「ライモンダ」より（グラズノフ／林 紀人）
秋田県立湯沢高等学校／細井大成 [Ⅲ] 「ハムレットへの音楽」より（リード）
秋田県立秋田南高等学校／阿部智博（金賞・代表） [Ⅱ] 祝典序曲（三善 晃／天野正道）
大学の部
秋田大学／工藤達範（金賞・代表） [Ⅱ] バレエ組曲「火の鳥」より（ストラヴィンスキー／アールズ）
中学校Bクラスの部
男鹿市立男鹿東中学校／山田智子 [Ⅱ] 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕）
秋田市立御野場中学校／高橋浩一 [Ⅰ] シンフォニア・ノビリシマ（ジェイガー）
羽後町立羽後中学校／尾形政世 [Ⅰ] 「オセロ」より（リード）
能代市立能代南中学校／平澤寿枝 [Ⅰ] 「アルルの女」組曲第２番より ファランドール（ビゼー／ロングフィールド）
秋田市立将軍野中学校／佐藤 尚 [Ⅱ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ／小長谷宗一）
合川町立合川中学校／小林秀雄 [Ⅱ] 歌劇「雪娘」より 軽業師の踊り（リムスキー＝コルサコフ／建部知弘）
河辺町立河辺中学校／瀧口 宏 [Ⅲ] 祝典のためのファンファーレ（ヤン・ハデルマン）
能代市立能代第二中学校／山木 亮 [Ⅳ] 歌劇「ナブッコ」序曲（ヴェルディ／山木 亮）
大雄村立大雄中学校／下 康子 [Ⅰ] 組曲「道化師」より（カバレフスキー／藤田玄播）
南外村立南外中学校／奈良淳一 [Ⅱ] バレエ音楽「ガイーヌ」より（ハチャトゥリャン／稲垣卓三）
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）
象潟町立象潟中学校／原 隆史 [Ⅲ] 呪文と踊り（チャンス）
角館町立角館中学校／藤沢和弘 [Ⅰ] 呪文と踊り（チャンス）
平鹿町立平鹿中学校／坂本光宏 [Ⅰ] バレエ組曲「コッペリア」より（ドリーブ／小長谷宗一）
東成瀬村立東成瀬中学校／大沼由和 [Ⅰ] 世俗カンカータ「カルミナ・ブラーナ」より（オルフ／クランス）
大館市立第一中学校／三浦玲子 [Ⅱ] バレエ組曲「シルヴィア」よりバッカスの行列（ドリーブ／ベーク）
仙北町立仙北中学校／田村 忍 [Ⅱ] アルメニアンダンス・パートⅡより「ロリの歌」（リード）
男鹿市立男鹿南中学校／加藤 剛 [Ⅱ] 「ピータールー」序曲（アーノルド／近藤久敦）
秋田市立勝平中学校／田口淳子 [Ⅱ] 第２組曲より 第２・４楽章（ホルスト）
湯沢市立須川中学校／遠藤恒夫 [Ⅳ] バンドのための民話（カウディル）
一般の部
横手吹奏楽団／小川文男 [Ⅰ] 「ハムレットヘの音楽」より（リード）
由利吹奏楽団／木内博喜 [Ⅳ] 風紋（保科 洋）
ＮＧ吹奏楽団／佐々木慎 [Ⅰ] カッチアとコラール（ウィリアムズ）
秋田吹奏楽団／佐藤正人（金賞・代表） [Ⅱ] 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より（オルフ／クランス）
大館吹奏楽団／小塚 類 [Ⅱ] 交響的舞曲第３番「祭」（ウィリアムズ）
上津野ウインドアンサンブル／高橋将和 [Ⅲ] 法華経からの三つの啓示より 第３楽章「平和の悦び」（リード）
特別演奏
（全日本吹奏楽コンクール全国大会３年連続金賞受賞による）

大曲吹奏楽団／小塚 類
エル・カミーノ・レアル（リード）

エル・クンバンチェロ（フェルナンデス）

