
No. 県名 演奏時間 団　　　体　　　名 指揮者 自　　　　由　　　　曲 作曲者 編曲者 賞 代表

1 福島 10:00  伊達市立伊達小学校 菅　野　一　枝  ミュージカル「ミス・サイゴン」より  Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ  宍倉　　晃 銀

2 山形 10:10  鶴岡市立朝暘第二小学校 三　浦　け　い  コラールとカプリチオ  Ｃ.ジョバンニーニ  Ｗ.ロビンソン 銅

3 岩手 10:20  北上市立黒沢尻北小学校 遠　藤　暢　宏  魔法の翼で  和田　直也 銅

4 青森 10:30  七戸町立城南小学校 相　馬　康　博  管打楽器のための祝典  Ｊ.スウェアリンジェン 銀

5 宮城 10:40  仙台市立太白小学校 酒　井　真　奈  序曲「サーリセルカの森」  高橋　宏樹 金

6 秋田 10:50  横手市立朝倉小学校 児　玉　雅　彦  「ラ・ヌーバ」メドレー  Ｂ.ジュトラス  Ｊ．Dawson 銀

7 福島 11:10  いわき市立錦小学校 村　上　潤　子  交響組曲「もののけ姫」３章  久石　　譲  森田　一浩 金 代表

8 青森 11:20  十和田市立北園小学校 宮　内　由輝子  新しい日が明ける  Ｊ.スウェアリンジェン 銀

9 山形 11:30  山形市立鈴川小学校 松　田　智　子  海の男達の歌  Ｒ.Ｗ.スミス 銀

10 宮城 11:40  仙台市立上杉山通小学校 佐　藤　章　子  名誉が勝るとき  Ｊ.スウェアリンジェン 銅

11 岩手 11:50  野田村立野田小学校 山　崎　　　愛  風雅  櫛田胅之扶 銅

12 秋田 12:00  由利本荘市立新山小学校 運　藤　良　和  ディズニー・クラシックス・レビュー  Ｆ.チャーチル他  山里佐和子 銅

13 山形 12:20  山形市立南小学校 武　山　和　子  吹奏楽のための「虹色の海」  鈴木　英史 銀

14 宮城 12:30  仙台市立向陽台小学校 山　根　　　斉  アイヴァンホー  B.アッペルモント 金 代表

15 秋田 12:40  美郷町立六郷小学校 渡　邊　圭　子  ゲールフォース  Ｐ.グラハム 銅

16 岩手 12:50  盛岡市立城北小学校 田　中　克　徳  雄大なる眺め  Ｊ.スウェアリンジェン 金

17 福島 13:00  会津若松市立城北小学校 遠　藤　公　子  ザ・スター・オブ・ドリームス  Ｒ.Ｗ.スミス 金

18 青森 13:10  むつ市立苫生小学校 西　川　正　之  ピラトゥス（ドラゴンの山）  Ｓ.ライニキー 金 代表

No. 県名 演奏時間 団　　　体　　　名 指揮者 自　　　　由　　　　曲 作曲者 編曲者 賞 代表

1 宮城 14:10  宮城県仙台第一高等学校 菅　野　淳　一  交響的詩曲「走れメロス」  福島　弘和 金 代表

2 山形 14:20  山形県立北村山高等学校 布　川　清　史  「リンカンシャーの花束」よりⅠリスボン　Ⅱホークストウ農場　Ⅳ元気な若い 船乗り　Ⅵ行方不明のお嬢さんがみつかった  Ｐ.Ａ.グレンジャー  Ｆ.フェネル 銀

3 秋田 14:30  秋田県立雄物川高等学校 大　滝　　　慎  祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」  福島　弘和 銀

4 福島 14:40  福島県立小高商業高校 加　藤　博　之  組曲「ゴースト」  Ｓ.マクネフ 銅

5 岩手 14:50  岩手県立大槌高等学校 金　丸　　　元  スクーティン・オン・ハードロック  D.R.ホルジンガー 金 代表

6 青森 15:00  青森県立三戸高等学校 坂　本　　　克  ノアの箱舟　Ⅰ．お告げ　Ⅱ．動物たちのパレード　Ⅲ．嵐　Ⅳ．希望の歌  ベルト　アッペルモント 銅

7 宮城 15:20  宮城県涌谷高等学校 佐　藤　秀　樹  メトロプレックス～マンハッタンからの３枚の絵葉書～  Ｒ.シェルドン 金 代表

8 青森 15:30  青森県立青森西高等学校 宇恵野　直　人  スペイン奇想曲  Ｎ.リムスキーコルサコフ 高橋　徹 銅

9 山形 15:40  山形県立新庄南高等学校 庄　司　一　枝  喜びの島  Ｃ.ドビュッシー  真島　俊夫 銀

10 秋田 15:50  秋田県立鷹巣高等学校 成　田　洋　子  祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」  福島　弘和 銅

11 岩手 16:00  岩手県立山田高等学校 山　本　友里恵  魔女と聖者  Ｓ.ライニキー 銅

12 福島 16:10  帝京安積高等学校 菊　池　　　元  斑鳩の空  櫛田胅之扶 銀 代表

No. 県名 演奏時間 団　　　体　　　名 指揮者 課題 自　　　　由　　　　曲 作曲者 編曲者 賞 代表

1 岩手 16:30  岩手大学 立　花　幸　司 Ⅲ  交響的断章  V.ネリベル 銅

2 宮城 16:45  東北福祉大学 松　崎　泰　賢 Ⅳ  「散歩、日傘をさす女性」　－クロード・モネに寄せて  八木澤教司 金 代表

3 福島 17:00  福島工業高等専門学校 市　島　　　徹 Ⅳ  パリのスケッチ  Ｍ.エレビー  Ｔ.レイニッシュ 銅

4 秋田 17:15  秋田大学吹奏楽団 蝦　名　和　泰 Ⅳ  ”青い水平線”より  Ｆ.チェザリーニ 金

5 青森 17:30  弘前大学吹奏楽団 三田地　　　裕 Ⅳ  マスク 　Ｋ.ヘスケス 銀

6 山形 17:45  山形大学吹奏楽団 笹　森　　　晋 Ⅳ  タングルウッド・オーヴァチュア 　清水　大輔 銅

小学校の部（９月８日（土））

高等学校小編成の部（９月８日（土））

大学の部（９月８日（土））

全日本吹奏楽コンクール第５０回東北大会（第３日目）


