
【中学校の部　第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 県南  西郷村立西郷第二中学校 30 小針　紀子  「四季」　より　９月・狩り、６月・舟歌、２月・謝肉祭 Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 鈴木　英史 金

2 9:40 県北  国見町立県北中学校 25 鴫原　恵子  ストラクチュアⅡ 天野　正道 銀

3 9:50 いわき  いわき市立中央台北中学校 22 田中　邦裕  アリオーソ Ｊ.Ｓ.バッハ Ｊ．d．ハーン 銅

4 10:00 相双  新地町立尚英中学校 35 箭内　　恵  一休禅師　～いま宿花知徳の道へ～ 櫛田朕之扶 金

5 10:10 会津  会津若松市立河東中学校 30 佐藤　未悠  ピリ・レイスの地図 八木澤教司 銀

【高等学校の部　第２部】
1 10:20 会津  福島県立喜多方東高等学校 19 上野　洋志  交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和 銀

2 10:30 県南  郡山女子大学附属高等学校 33 平山　雅浩  センチュリア Ｊ.スウェアリンジェン 戸田　　顕 金

休　　　憩　（１０:４０ ～ １０:５５）

【中学校小編成の部】
1 10:55 県南  郡山市立喜久田中学校 18 栗城美佳子  じんじん(沖縄わらべ歌より) 福島　弘和 銅

2 11:05 県南  三春町立三春中学校 21 國分　敦史  エンカント Ｒ.Ｗ.スミス 銀

3 11:15 会津  下郷町立下郷中学校 22 菊地　　啓  セレブレイション　フォー　ウインズ　アンド　パーカッション Ｊ.スウェアリンジェン 銅

4 11:25 相双  南相馬市立原町第二中学校 25 渡辺　由美  ゲルダの鏡 樽屋　雅徳 銀

5 11:35 いわき  いわき市立勿来第一中学校 25 鵜沼　勇雄  「小組曲」より　Ⅰ小舟にて　Ⅳバレエ Ｃ.ドビュッシー 福島　弘和 金 代表

6 11:45 県北  本宮市立本宮第二中学校 20 國分　敏子  百年祭 福島　弘和 銀

7 11:55 会津  会津若松市立第二中学校 24 渡部　絹子  雲の信号 福島　弘和 金

8 12:05 県南  郡山市立安積中学校 25 吉田　圭祐  バレエ音楽「恋は魔術師」より　パントマイム、火祭りの踊り Ｍ.de　ファリャ 神埼　拓斗 銀

昼　食・休　憩　（１２:１５ ～ １２:５５）

第２部表彰、審査員紹介　（１２:５５ ～ １３:０５）

9 13:05 いわき  いわき市立好間中学校 25 菅野　智樹  春に寄せて～風は光り、春はひらめく～ 福島　弘和 金

10 13:15 会津  南会津町立田島中学校 23 渡邊　　勉  吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤教司 銀

11 13:25 会津  会津美里町立本郷中学校 18 山口　晃子  アミュレット 福島　弘和 銀

12 13:35 相双  双葉町立双葉中学校 25 板橋　優子  元禄 櫛田朕之扶 金

13 13:45 県南  郡山市立日和田中学校 25 今村　香子  眩い星座になるために 八木澤教司 金

14 13:55 県南  郡山市立安積第二中学校 25 湯澤　　輝  組曲「動物の謝肉祭」より　第１曲、第２番、第７曲、第１２曲、第１４曲 Ｃ.サン=サーンス 後藤　　洋 金

15 14:05 いわき  いわき市立湯本第二中学校 14 佐川　匡彦  ルーマニア民族舞曲 Ｂ.バルトーク 山本　教生 金

16 14:15 県南  郡山ザベリオ学園中学校 21 佐藤　麻子  セレブレーション　アンド　ソング Ｒ.シェルドン 銀

17 14:25 県北  伊達市立霊山中学校 25 内谷　忠広  大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン～ 鈴木　英史 金 代表

休　　　憩　（１４:３５ ～ １４:５０）

【高等学校小編成の部】
1 14:50 相双  福島県立小高商業高等学校 21 石川　武美  ライト・オブ・マイ・ソウル Ｄ.Ｒ.ギリングハム 金

2 15:00 会津  福島県立若松商業高等学校 30 服部真紀子  「時のあとに」－我が故里へのオマージュ 八木澤教司 金

3 15:10 いわき  福島県磐城第一高等学校 25 長谷川規子  Jalan-jalan ～神々の島の幻影～ 高橋　伸哉 銀

4 15:20 県南  学校法人石川高等学校 25 金子　昌弘  ベンスルダトゥの３つの冠 樽屋　雅徳 銅

5 15:30 県南  福島県立郡山北工業高等学校 26 草野嘉津子  歌劇「ナブッコ」序曲 Ｇ.ヴェルディ Ｆ.チェザリーニ 銀

6 15:40 県北  福島県立本宮高等学校 25 宗像　涼子  百年祭 福島　弘和 銅

7 15:50 いわき  福島県立勿来工業高等学校 25 小野　竜哉  架空のバレエのための音楽２ 天野　正道 銀

休　　　憩　（１６:００ ～ １６:１５）

8 16:15 相双  福島県立双葉翔陽高等学校 29 菅野　千尋  「プリマヴェーラ」　～美しき山の息吹き～ 八木澤教司 銀

9 16:25 会津  福島県立喜多方高等学校 30 山岸　善行  エピカス 田嶋　　勉 金

10 16:35 いわき  福島県立いわき総合高等学校 30 西倉　公美  交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和 金 代表

11 16:45 県南  福島県立光南高等学校 30 武山　　悟  ペルシス Ｊ.Ｌ.ホゼイ 金

12 16:55 県北  福島県立安達東高等学校 17 濱﨑　　晋  大草原の歌 Ｒ.ミッチェル 銅

13 17:05 県南  帝京安積高等学校 30 菊池　　元  パガニーニの主題による狂詩曲 Ｓ.ラフマニノフ 森田　一浩 金 代表

14 17:15 相双  福島県立双葉高等学校 30 横山　裕理  マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳 金

講評・表彰式　（１７:５０ ～ １８:１０）

第４８回 福島県吹奏楽コンクール　　第２日（平成２２年８月６日）


