
【中学校２部】
№ 演奏開始 支 部 団　　体　　名 人数 指揮者 自　　　　　由　　　　　曲 作　曲　者 編　曲　者 賞 代表

1 9:30 県北  本宮市立本宮第一中学校 36 齋藤のり子 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳 銀

2 9:40 会津  会津若松市立河東中学校 44 須藤　祐也 シティー　スケープ Ｄ.コート 銅

3 9:50 県南  郡山市立明健中学校 31 渡邉　浩司 シンフォニック・バンドのためのパッサカリア 兼田　敏 銀

4 10:00 いわき  いわき市立玉川中学校 40 宮崎　祥崇 喜歌劇「小鳥売り」セレクション C.ツェラー 鈴木　英史 金

5 10:10 相双  大熊町立大熊中学校 38 阿部　和代 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 Ｏ.ニコライ 阿部　裕治 銀

【高等学校第２部】

1 10:20 県南  日本大学東北高等学校 47 植田　健司 序曲　バラの謝肉祭 Ｊ.オリヴァドーティ 銀

2 10:30 相双  福島県立浪江高等学校 13 篠原　久人 ハンガリーの情景 Ｂ.バルトーク 山本　教生 銀

3 10:40 県北  福島県立福島東高等学校 27 角田 　 文 元禄 櫛田朕之扶 金

4 10:50 会津  福島県立猪苗代高等学校 19 岩間真由美 ブラビューラ！ Ｌ.ニーク 銅

休　　　憩　（１１:００ ～ １１:１５）

【中学校小編成の部】

1 11:15 県南  郡山市立日和田中学校 25 今村　香子 アパラチアン序曲 Ｊ.バーンズ 銀

2 11:25 いわき  いわき市立四倉中学校 25 草野　順子 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール 鈴木　英史 金

3 11:35 県北  川俣町立川俣中学校 25 村上　　亮 「ペルセウス」－大空を翔る英雄の戦い 八木澤教司 銀

4 11:45 会津  喜多方市立第一中学校 25 樋山　　浩 ア　ロングフォード　レジェンド R.シェルドン 銅

5 11:50 いわき  いわき市立勿来第一中学校 25 鵜沼　勇雄 マ・メール・ロア Ｍ.ラヴェル 森田　一浩 金 代表

6 12:05 県南  矢吹町立矢吹中学校 25 信楽智香子 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション Ｅ.カールマン 鈴木　英史 銀

7 12:15 会津  会津若松市立北会津中学校 25 星　　滋則 セレブレーション　フォー　ウィンズ　アンド　パーカッション J.スウェアリンジェン 銅

8 12:25 県南  郡山市立郡山第四中学校 16 加藤喜代子 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤教司 金 代表

昼　食・休　憩　（１２:３５ ～ １３:１５）

開会式・成績発表[中学校２部、高等学校２部]　（１３:１５ ～ １３:４０）

9 13:40 県北  伊達市立霊山中学校 25 内谷　忠広 フランボワイアン～大地に広がる炎の花 八木澤教司 銀

10 13:50 会津  南会津町立田島中学校 25 五十嵐　舞 スコットランドの旋律「ピスガ」による変奏曲 J.ビンソン 銅

11 14:00 県南  西郷村立西郷第二中学校 25 小針　紀子 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世 鈴木　英史 銀

12 14:10 相双  双葉町立双葉中学校 25 小野美佳子 元禄 櫛田胅之抶 銀

13 14:20 県南  郡山市立安積第二中学校 25 湯澤　　輝 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.リハール 鈴木　英史 銀

14 14:30 県北  伊達市立桃陵中学校 25 八巻　和浩 「小組曲」より C.ドビュッシー 植野真沙実 銀

15 14:40 会津  会津美里町立本郷中学校 25 新田　喜恵 春に寄せて～風は光り、春はひらめく～ 福島　弘和 金

16 14:50 いわき  いわき市立久ノ浜中学校 25 星　　　綾 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世 鈴木　英史 銀

17 15:00 いわき  いわき市立江名中学校 25 木村　　寛 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世 鈴木　英史 金

休　　　憩　（１５:１０ ～ １５:２５）

【高等学校小編成の部】

1 15:25 会津  福島県立大沼高等学校 25 高橋　温仁 「スペインの歌」より前奏曲 Ｉ.アルベニス 山本　教生 銅

2 15:35 いわき  福島県立小名浜高等学校 25 中田　紘子 組曲op.14より　Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ｂ.バルトーク 山本　教生 銀

3 15:45 県南  福島県立郡山北工業高等学校 25 草野嘉津子 ウィンドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」 八木澤教司 銀

4 15:55 県北  福島県立安達東高等学校 25 齋藤　公孝 スクーティン・オン・ハードロック D.R.ホルジンガー 銀

5 16:05 相双  福島県立双葉高等学校 25 兼田　一男 バレエ音楽「コッペリア」より　マズルカ　ワルツ　チャールダーシュ Ｌ.ドリーブ 鈴木　英史 金 代表

6 16:15 いわき  福島県立いわき総合高等学校 25 栗原　　潔 組曲「ハーリ ヤーノシュ」より　Ⅳ.戦争とナポレオンの敗北　Ⅵ.皇帝と廷臣たちの入場 Z.コダーイ Ｇ.Ｃ.バイナム 金

休　　　憩　（１６:２５ ～ １６:４０）

7 16:40 いわき  福島県立平工業高等学校 25 増井　　優 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より　Ⅱ. Ⅲ Ｍ.アーノルド 瀬尾　宗利 銀

8 16:50 県北  福島県立本宮高等学校 25 井上　龍郎 風雅 櫛田朕之扶 銀

9 17:00 県南  帝京安積高等学校 25 菊池　　元 姫雅舞 櫛田朕之扶 金 代表

10 17:10 相双  福島県立小高商業高等学校 25 石川　武美 エアロダイナミクス～1903年オハイオ州デイトンでの飛行機誕生を祝して～ D.R.ギリングハム 銀

11 17:20 会津  福島県立喜多方高等学校 25 山岸　善行 百年祭 福島　弘和 銅

講評・表彰式　（１８:００ ～ １８:３０）

第４６回 福島県吹奏楽コンクール　　第１日（平成２０年８月７日）


