
【高等学校小編成の部】

№ 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 10:00 県南  学校法人石川高等学校 30 金子　昌弘  マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 銅

2 10:10 県南  福島県立郡山北工業高等学校 30 草野嘉津子  交響詩「フィンランディア」　作品２６の７ Ｊ.シベリウス 鈴木　英史 銀

3 10:20 県北  福島県立福島北高等学校 30 伊藤　一英  明日への開拓 福島　弘和 金

4 10:30 いわき  磐城第一高等学校 25 長谷川規子  夢への冒険 福島　弘和 銀

5 10:40 会津  福島県立大沼高等学校 21 高橋　温仁  夢への冒険 福島　弘和 銀

6 10:50 いわき  福島県立平工業高等学校 24 浅田　麻友  コヴィントン広場 Ｊ.スウェアリンジェン 銀

休　　　憩　（１１:００ ～ １１:１５）

7 11:15 会津  福島県立会津工業高等学校 30 鈴木　陽子  サグラダファミリアの鐘　－ガウディの継がれゆく意志 八木澤教司 金

8 11:25 いわき  福島県立勿来工業高等学校 25 小野　竜哉  舞踏組曲 Ｂ.バルトーク 小野　竜哉 金

9 11:35 いわき  福島県立いわき総合高等学校 30 西倉　公美  マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 金 代表

10 11:45 県南  福島県立あさか開成高等学校 29 渡辺　郁子  トム・ティット・トット 樽屋　雅徳 銀

11 11:55 会津  福島県立若松商業高等学校 30 服部真紀子  眩い星座になるために・・・ 八木澤教司 金

12 12:05 県北  福島県立本宮高等学校 30 宗像　涼子  交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和 銅

13 12:15 県南  帝京安積高等学校 30 菊池　　元  愛の祭壇 井潤　昌樹 金 代表

昼　食・休　憩　（１１:２５ ～ １２:１0）

高校小編成表彰、審査員紹介　（１３:１０ ～ １３:３０）

【中学校小編成の部】

№ 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 13:30 県北  福島市立福島第二中学校 25 菅野　好江  レパントの海戦 広瀬　勇人 銀

2 13:40 会津  猪苗代町立猪苗代中学校 22 橋本乃里子  百年祭 福島　弘和 銅

3 13:50 県南  郡山市立郡山第四中学校 23 三部まゆみ  百年祭 福島　弘和 銀

4 14:00 県南  天栄村立天栄中学校 22 会田万紀子  夢への冒険 福島　弘和 銅

5 14:10 県北  福島市立平野中学校 19 永倉　　恵  喜びの音楽を奏でて！ J.スウェアリンジェン 銀

6 14:20 いわき  いわき市立久之浜中学校 25 新妻　和華  春に寄せて　～風は光り，春はひらめく～ 福島　弘和 銀

7 14:30 会津  会津若松市立第五中学校 25 小島　早苗  交響的詩曲｢走れメロス｣ 福島　弘和 銀

8 14:40 県南  郡山市立小原田中学校 25 榎　　治子  呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス 金 代表

休　　　憩　（１４:５０ ～ １５:０５）

9 15:05 いわき  いわき市立小名浜第二中学校 25 吉田　淳子  魔法の鍋　「コサックの踊り」「フィナーレ」「タタールの弓術師の踊り」 Ｏ.レスピーギ 高木　登古 金 代表

10 15:15 県北  本宮市立本宮第一中学校 25 齋藤のり子  夢への冒険 福島　弘和 金

11 15:25 県南  郡山市立日和田中学校 25 今村　香子  夢への冒険 福島　弘和 金

12 15:35 相双  大熊町立大熊中学校 22 五十嵐　舞  コール・パラフレーズ（「目覚めよと呼ぶ声あり」による） Ｅ.デル=ボルゴ 銀

13 15:45 県北  伊達市立霊山中学校 25 内谷　忠広  マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳 銅

14 15:55 会津  会津若松市立第四中学校 25 大石　美紀  白墨の輪へのオマージュ　～グルシェの愛～ 福島　弘和 金

15 16:05 いわき  いわき市立勿来第一中学校 25 鵜沼　勇雄  組曲「動物の謝肉祭」より　1.序奏とライオンの行進　7.水族館　12.化石　14.終曲 サン＝サーンス 後藤　　洋 金

16 16:15 会津  会津若松市立第二中学校 25 渡部　絹子  眩い星座になるために・・・ 八木澤教司 金

17 16:25 県南  郡山ザベリオ学園中学校 25 佐藤　麻子  シナジーズ Ｒ.シェルドン 銅

講　評・表彰式（中学校小編成）　（１７:００ ～ １７:３０）

第４９回 福島県吹奏楽コンクール　　第５日（平成２３年８月　２日）


