
【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 相双 浪江町立浪江東中学校 25 清信　律子 コンダクム J.ヴァン=デル=ロースト 金

2 9:40 会津 会津若松市立河東中学校 41 佐藤　未悠 フィエラウィンズ Ｅ.ハックビー 銀

3 9:50 県南 郡山市立明健中学校 30 渡邉　浩司 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和 金

4 10:00 県北 福島市立福島第二中学校 43 菅野　好江 アルカザール リヤーノ 銀

5 10:10 いわき いわき市立泉中学校 36 新井　恵子 星々の向こうで Ｅ.ハクビー 銀

【高等学校第２部】

1 10:20 会津 福島県立猪苗代高等学校 16 北原　利江 メイク・ア・ジョイフル・ノイズ！ Ｊ.スウェアリンジェン 銅

2 10:30 相双 福島県立双葉翔陽高等学校 25 武山　　悟 吹奏楽のための叙情詩「ジャンヌ・ダルク」 坂井　貴祐 金

3 10:40 県南 郡山女子大学附属高等学校 27 平山　雅浩 ノヴェナ J.スウェアリンジェン 銀

休　　　憩　（１０:５０ ～ １１:０５）

【中学校小編成の部】

1 11:05 いわき いわき市立湯本第二中学校 10 佐々木奈津江 セレナード　ホ長調 Ａ.Ｌ.ドヴォルジャーク 金 代表

2 11:15 県南 郡山市立安積第二中学校 25 湯澤　　輝 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

3 11:25 県北 伊達市立霊山中学校 21 内谷　忠広 ピリ・レイスの地図 八木澤教司 銀

4 11:35 会津 喜多方市立第一中学校 24 樋山　　浩 吹奏楽のための譚詩「天女の飛翔」 八木澤教司 銅

5 11:45 相双 双葉町立双葉中学校 24 小野美佳子 歌劇「イーゴリ公」より　ダッタン人の踊り Ａ.ボロディン 山里佐和子 銀

6 11:55 県南 郡山市立日和田中学校 25 今村　香子 吹奏楽のための譚詩「天女の飛翔」 八木澤教司 銀

7 12:05 いわき いわき市立四倉中学校 25 草野　順子 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 金

8 12:15 県南 塙町立塙中学校 25 西川　智恵 じんじん（沖縄わらべ歌より） 福島　弘和 銅

9 12:25 会津 会津美里町立高田中学校 25 栗城　睦美 交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和 銀

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 大玉村立大玉中学校 25 野尻　寿子 エンカント Ｒ・Ｗ.スミス 銀

10 13:50 県南 郡山ザベリオ学園中学校 24 佐藤　麻子 失われた地への哀歌 R．シェルドン 銅

11 14:00 いわき いわき市立江名中学校 25 木村　　寛 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より　Ⅰ．モスクワを疾走　Ⅱワルツ　Ⅵダンス Ｄ.ショスタコーヴィチ 鈴木　英史 金 代表

12 14:10 いわき いわき市立勿来第一中学校 24 鵜沼　勇雄 ラプソディー・イン・ブルー Ｇ.ガーシュウィン Ｆ.グロフェ/高倉正巳 金

13 14:20 県北 伊達市立桃陵中学校 25 八巻　和浩 交響曲第４１番　ハ長調Ｋ.551より　第１楽章 Ｗ.Ａ.モーツァルト 中村　隆一 銀

14 14:30 相双 南相馬市立原町第二中学校 25 渡辺　由美 繭の夢　～竜の舞う空～ 福島　弘和 金

15 14:40 県南 西郷村立西郷第二中学校 25 小針　紀子 喜歌劇「微笑みの国」セレクション F.レハール 鈴木　英史 金

16 14:50 会津 会津美里町立本郷中学校 20 高橋小百合 プリマヴェーラ　～　美しき山の息吹き 八木澤教司 銀

17 15:00 県南 郡山市立郡山第四中学校 19 鈴木　香奈 眩い星座になるために・・・ 八木澤教司 銀

休　　　憩　（１５:１０ ～ １５:２５）

【高等学校小編成の部】

1 15:25 相双 福島県立小高商業高等学校 23 石川　武美 繭の夢　～竜の舞う空～ 福島　弘和 銀

2 15:35 会津 会津若松ザベリオ学園高等学校 25 安藤久仁男 聖徳太子の地球儀　～　斑鳩寺に鎖された記憶　～ 八木澤教司 銀

3 15:45 県北 福島県立本宮高等学校 25 尾形　雄一 祝典序曲「祈りは翼となって」 井潤　昌樹 銅

4 15:55 いわき 福島県立平工業高等学校 25 浅田　麻友 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

5 16:05 県南 福島県立光南高等学校 25 鈴木　　敦 「ウォータイム・スケッチブック」より Ｗ.ウォルトン 木村　吉宏 金

6 16:15 県南 福島県立郡山北工業高等学校 25 草野嘉津子 仰ぎ見ること～泰山北斗の如し 八木澤教司 銀

休　　　憩　（１６:２５ ～ １６:４０）

7 16:40 いわき 福島県立いわき総合高等学校 25 鈴木謙太朗 アレックス教授の冒険物語 清水　大輔 金

8 16:50 会津 福島県立大沼高等学校 22 高橋　温仁 雲の信号 福島　弘和 銀

9 17:00 いわき 福島県立勿来工業高等学校 17 小野　竜哉 １４のバガテルより Ｂ.バルトーク 金

10 17:10 県北 福島県立福島工業高等学校 24 野地　　綾 Jalan-jalan　～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉 銅

11 17:20 県南 帝京安積高等学校 25 菊池　　元 白墨の輪へのオマージュ　～　グルシェの愛 福島　弘和 金 代表

12 17:30 相双 福島県立双葉高等学校 25 林崎　裕子 バレエ音楽「三角帽子」第２組曲より　Ⅱ.粉屋の踊り、Ⅲ.終幕の踊り M.de.ファリア 淀　　彰 金 代表

講評・表彰式　（１８:００ ～ １８:２０）

第４７回 福島県吹奏楽コンクール　　第１日（平成２１年８月６日）


