
【中学校小編成の部】
№ 演奏開始 支 部 団　　体　　名 指揮者 課題曲 自　　　　　由　　　　　曲 作　曲　者 編　曲　者 賞

1 10:00 県南 郡山市立行健中学校 加藤喜代子 ハンガリー農民の歌 B.バルトーク 黒川　圭一 銀

2 10:10 相双 飯舘村立飯舘中学校 板橋　優子 「四季」より　謝肉祭,舟歌,狩り P.I.チャイコフスキー 鈴木　英史 銅

3 10:20 県北 大玉村立大玉中学校 大谷　淳一 いつも風　巡り会う空 福島　弘和 銀

4 10:30 いわき いわき市立久之浜中学校 田中　恵子 アベージュ　アルカンシェル 福島　弘和 金

5 10:40 相双 南相馬市立原町第三中学校 鈴木　淳子 春に寄せて～風は光り、春はひらめく～ 福島　弘和 銀

6 10:50 会津 喜多方市立第二中学校 矢部　悦子 「斑鳩の空」より　まほろば,夢殿,里人の踊り 櫛田胅之扶 銅

7 11:00 県南 郡山市立郡山第四中学校 三部まゆみ ハンガリー狂詩曲　第２番 F.リスト 安藤久仁男 銀

8 11:10 いわき いわき市立植田東中学校 三戸　清匡 バレエ組曲「青銅の騎士」より Ｒ.グリエール 森田　一浩 銀

9 11:20 会津 大熊町立大熊中学校 佐藤　　拓 「舞踏組曲」作品77より　Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ・終曲 B.バルトーク 佐藤　　拓 金
休　　　憩　（１１:３０ ～ １１:４５）

10 11:45 相双 南相馬市立石神中学校 三浦恵美子 シンフォニア・ノビリッシマ R.ジェイガー 銀

11 11:55 県北 伊達市立松陽中学校 八巻　和浩 狂詩曲「ノヴェナ」 Ｊ．スウェアリンジェン 銀

12 12:05 相双 新地町立尚英中学校 秋元　裕美 柳絮の舞 福島　弘和 金

13 12:15 いわき いわき市立小名浜第二中学校 橋本　良子 バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より Ｍ.ラヴェル 高木　登古 金 県代表

14 12:25 相双 南相馬市立鹿島中学校 須田　光明 冬の夏夢 石毛　里佳 銀

15 12:35 会津 会津美里町立高田中学校 髙橋　玲子 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 銅

16 12:45 県南 郡山市立日和田中学校 今村　香子 パガニーニの主題による狂詩曲 S.ラフマニノフ 安藤久仁男 金 県代表

17 12:55 県南 天栄村立天栄中学校 阿部　隼一 心は清流にせせらぐ 福島　弘和 金

18 13:05 県北 国見町立県北中学校 信夫　知彰 ...そしてカモシカは戯れる J.カーナハン 金
昼　食　・　休　憩　（１３:１５ ～ １４:００）
開会式・表彰式（中学校小編成）　（１４:００ ～ １４:２５）

出演順 演奏開始 支 部 団　　体　　名 指揮者 課題曲 自　　　　　由　　　　　曲 作　曲　者 編　曲　者 賞 代　　表

1 14:30 会津 福島県立会津工業高等学校 高橋　温仁 玻璃ぷりずむ～吹奏楽のためのテクナル・ミニマリズム 中橋　愛生 銀

2 14:40 県北 福島県立本宮高等学校 常盤　洋輔 眩い星座になるために・・・ 八木澤教司 銅

3 14:50 相双 福島県立相馬農業・小高工業高等学校 鈴木　志帆 天の剣 福田　洋介 銅

4 15:00 いわき 福島県立勿来工業高等学校 小野　竜哉 ガルーダの翼 廣瀬　勇人 銀

5 15:10 県南 学校法人石川高等学校 金子　昌弘 ベンスルダトゥの３つの冠 樽屋　雅徳 銅

6 15:20 県北 福島県立福島工業高等学校 星　　弓彦 「GR」より　シンフォニック・セレクション 天野　正道 銅

7 15:30 県南 郡山女子大学附属高等学校 平山　雅浩 吹奏楽のための"小狂詩曲" 大栗　　裕 鈴木　栄一 銅

8 15:40 会津 福島県立喜多方高等学校 栗村　　忠 眩い星座になるために・・・ 八木澤教司 銀

9 15:50 いわき 福島県立磐城農業高等学校 大友　　舞 交響的誌曲「走れメロス」 銀
休　　　憩　（１６:００ ～ １６:１５）

10 16:15 県南 尚志学園尚志高等学校 鈴木　啓人 リンコドンティプス～蒼き海の守り神～ 樽屋　雅徳 金

11 16:25 相双 福島県立富岡・双葉翔陽・小高商業高等学校 岡和田明香 レールウェイ 髙橋　伸哉 銀

12 16:35 県南 福島県立光南高等学校 武山　　悟 交響曲第３番「スラヴィヤンスカヤ」　３，４楽章 B.コゼフニコフ J.ブージョワー 金

13 16:45 いわき 福島県立小名浜高等学校 佐藤　和也 夢への冒険 福島　弘和 金

14 16:55 県北 福島県立福島北高等学校 古川佳世子 シンフォニック・バンドのためのパッサカリア 兼田　　敏 銀

15 17:05 県南 福島県立須賀川高等学校 草野嘉津子 セイント・アンソニー・ヴァリエーション W.Ｈ.ヒル 金 県代表

16 17:15 会津 会津若松ザベリオ学園高等学校 大竹健太郎 梁塵秘抄～熊野古道の幻想～ 福島　弘和 金

17 17:25 会津 福島県立若松商業高等学校 千葉　尚美 ほたる幻舞 福田　洋介 金

18 17:35 相双 福島県立原町高等学校 今野　貴文 交響曲第１番「ギルガメッシュ」　第２楽章「コンフロンテイション」 B.アッペルモント 金 県代表

19 17:45 県北 福島県立保原高等学校 矢澤　和美 百年祭 福島　弘和 金
講　評・表彰式（高校小編成）　（１８:２０ ～ １８:５０）

第５２回 福島県吹奏楽コンクール　　第３日（平成２６年８月９日）

会場：いわき芸術文化交流館「アリオス」

【高等学校小編成の部】


