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1 北海道 北見地区 遠軽町立南小学校(３年ぶり５回目)

2 東　京 東京都 足立区立弘道小学校(２年連続２回目)

3 東　北 宮城県 仙台市立向陽台小学校(２年ぶり７回目)

4 西関東 山梨県 甲斐市立敷島南小学校(３年連続３回目)

5 東関東 千葉県 船橋市立八栄小学校(初出場)

1 東関東 茨城県 水戸市立笠原小学校(１０年連続１０回目)

2 東　北 岩手県 盛岡市立城北小学校(３年連続４回目)

3 東　北 山形県 山形市立南小学校(２年連続２回目)

4 北海道 函館地区 北斗市立久根別小学校(２年連続４回目)

5 東　京 東京都 中野区立武蔵台小学校(２年ぶり６回目)

6 西関東 埼玉県 さいたま市立大宮南小学校(１０年連続１０回目)

7 西関東 山梨県 甲斐市立竜王北小学校(４年連続５回目)

指揮：菅　野　理　沙

管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より Ｍ.アーノルド(1921 - 2006)

The Inn of the Sixth Happiness 瀬尾　宗利　編曲

East Japan School Band Convention
日　程 平22年10月9日（土）、10日（日）

会　場 東京都・府中の森芸術劇場　どりーむホール

審査員 奥田　昌史、小倉　貞行、北村　貴子、斎藤ひろこ、並木　博美、林　紀人、福島　弘和

小学校フェスティバル部門

指揮：熱　田　庫　康

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション Ｅ.カールマン(1882 - 1935)

指揮：坂　井　千加子

エル・カミーノ・レアル Ａ.リード(1921 - 2005)

El Camino Real

"Die Csárdásfürstin" Selections from Operetta in 3 Acts 鈴木　英史　編曲

指揮：古　屋　博　和

指揮：丸　茂　和　也

ハッピースウィング！ハッピージャズ！2010

指揮：山　根　　　斉

日本の旋律による三つの情景 櫛田昳之扶(1935 - )

Three Scenes Bassed on Japanese Tunes

Ｊ.グレイ(1915 - 1976)、Ｈ.ウォーレン(1893 - 1981)

Happy Swing! Happy Jazz! 2010 前田　憲男、和田　信　編曲

Celebration

指揮：平　松　美　紀

Ｐ.スパーク(1951 - )

Valerius Variations

指揮：松　本　　　幹

小学校コンクール部門

指揮：酒　井　康　晴

セレブレーション

レッツスイング！！ Ｅ.リース、Ｌ.プリマ(1910 - 1978)

Let's Swing!! 山里佐和子　編曲

Ｇ.リチャーズ(1944 - )

ヴァレリウス変奏曲

指揮：武　山　和　子

山寺にて ～奥の細道の奥～ 福島　弘和(1971 - )

指揮：田　中　克　徳

喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション Ｆ.レハール(1870 - 1948)

The Merry Widow Selections 鈴木　英史　編曲

歌劇「ファウスト」より　バレエ音楽Ⅰ、Ⅲ、Ⅶ Ｇ.グノー(1818 - 1893)

Faust Ballet Music 藤田　玄播　編曲

指揮：三　笠　裕　也

メトセラⅡ～打楽器群と吹奏楽のために 田中　賢(1946- )

METHUSELAH　Ⅱ



8 北　陸 富山県 富山大学人間発達科学部附属小学校(初出場)

9 東　京 東京都 武蔵野市立第三小学校(６年連続８回目)

10 北海道 函館地区 函館市立日吉が丘小学校(初出場)

11 東関東 茨城県 ひたちなか市立前渡小学校(初出場)

1 東　北 福島県 伊達市立霊山中学校(初出場)

2 東関東 千葉県 成田高等学校付属中学校(初出場)

3 北海道 釧路地区 釧路市立大楽毛中学校(２年連続２回目)

4 北　陸 福井県 越前市立武生第六中学校(初出場)

5 西関東 埼玉県 白岡町立白岡中学校(６年連続６回目)

6 東　京 東京都 八王子市立甲ノ原中学校(初出場)

1 北　陸 石川県 小松市立松陽中学校(６年ぶり２回目)

2 東　北 山形県 山形市立金井中学校(４年連続７回目)

3 西関東 埼玉県 志木市立志木中学校(初出場)

4 東関東 千葉県 柏市立大津ヶ丘中学校(２年連続２回目)

白墨へのオマージュ～グルシェの愛～ 福島　弘和(1971 - )

組曲「仮面舞踏会」より Ａ.Ｉ.ハチャトゥリアン(1903 - 1978)

"Masquerade" Suite 仲田　守　編曲

紅炎の鳥

指揮：齊　藤　貴　子

田中　賢(1946- )

Prominence Bird

指揮：庄　司　こずえ

中学校フェスティバル部門

指揮：鈴　木　敏　道

はてしない物語(上) 石毛　里佳(1982 - )

福島　弘和(1971 - )

Symphonic Poem "Run, Melos!"

指揮：久保田　稚　子

マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳(1978 - )

Magellan's Voyage to Unknown Continent

指揮：古　川　飛　鳥

ミュージカル「ウーマン・イン・ホワイト」セレクション

指揮：鈴　木　直　樹

ライト・オブ・マイ・ソウル Ｄ.Ｒ.ギリングハム(1947 - )

Light of My Soul

指揮：石　上　雅　之

指揮：内　谷　忠　広

大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 鈴木　英史(1965 - )

The Land of a Great Promise-CHINGIS KHAN

指揮：松　原　　　睦

指揮：佐々木　啓　子

交響的詩曲「走れメロス」

中学校コンクール部門

指揮：和　田　眞紀子

指揮：水　内　千　世

鳳凰が舞う～印象、京都 石庭 金閣寺 真島　俊夫(1949 - )

La danse du phenix-impression de Kyoto

バレエ音楽「コッペリア」より　プレリュード、マズルカ、ワルツ、チャールダッシュＬ.ドリーブ(1836 - 1891)

Coppellia 小長谷　宗一　編曲

Ａ.ロイド=ウェッバー(1948 - )

The Woman in White : selections from the Musical Ｊ.デ=メイ　編曲

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション Ｅ.カールマン(1882 - 1935)

"Die Csárdásfürstin" Selections from Operetta in 3 Acts 鈴木　英史　編曲

ディオゲネス Ｊ.デ=ハーン(1959 - )

Diogenes

指揮：横須賀　直　美

吹奏楽と打楽器のための交響的情景「地底旅行」 Ｐ.グレイアム(1958 - )

Journey to the Centre of the Earth

指揮：古　川　典　之



5 東　京 東京都 青梅市立吹上中学校(２年連続２回目)

6 東　京 東京都 あきる野市立増戸中学校(初出場)

7 北海道 北見地区 網走津市立第三中学校(初出場)

8 北海道 旭川地区 上富良野町立上富良野中学校(４年連続４回目)

9 西関東 埼玉県 春日部市立豊春中学校(初出場)

10 東　北 宮城県 仙台市立上杉山中学校(初出場)

11 北　陸 富山県 高岡市立南星中学校(初出場)

12 東関東 茨城県 下妻市立下妻中学校(４年ぶり４回目)

13 北海道 札幌地区 札幌市立平岡中学校(初出場)

14 東　北 福島県 いわき市立勿来第一中学校(２年ぶり２回目)

15 西関東 埼玉県 蓮田市立黒浜西中学校(初出場)

16 東　京 東京都 葛飾区立立石中学校(２年連続２回目)

17 東　京 東京都 羽村市立第三中学校(初出場)

18 東関東 神奈川県 川崎市立玉川中学校(初出場)

19 西関東 埼玉県 久喜市立久喜東中学校(４年連続４回目)

指揮：北　村　美　晴

喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション Ｅ.カールマン(1882 - 1935)

Song of Annie Moore's prayer

Les Trois Notes du Japon

指揮：三木田　秀　明

「ディヴェルティメント」より　第３楽章 Ｂ.バルトーク(1881 - 1945)

樽屋雅徳(1978 - )

佐藤　正人　編曲

ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 Ｚ.コダーイ(1882 - 1967)

Variation on a Hungarian Folksong "The Peacock" 森田　一浩　編曲

指揮：袖　山　文　広

「三つのジャポニスム」より　Ⅱ.雪の川　Ⅰ.鶴が舞う　Ⅲ.祭り 真島　俊夫(1949 - )

指揮：木　村　信　之

もののけ姫　セレクション

指揮：三　須　健　至

バレエ音楽「中国の不思議な役人」より Ｂ.バルトーク(1881 - 1945)

"Die Csárdásfürstin" Selections from Operetta in 3 Acts 鈴木　英史　編曲

指揮：山　際　柾　彦

指揮：瀬　尾　恭　正

Lady Mallow

Selections from "Princess MONONOKE"

Divertiment 山本　教生　編曲

指揮：山　口　清　司

アニー・ムーアの祈りの詩

Les Trois Notes du Japon

森田　一浩　編曲

久石　譲(1950 - )

Dance Suite 鈴木　英史　編曲

指揮：山　田　喜　博

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和(1971 - )

Overture " Prayer will Shine as Time Goes by"

三つのジャポニスム 真島　俊夫(1949 - )

Ｎ.リムスキー=コルサコフ(1844 - 1908)

Capriccio Espagnol Ｍ.ハインズレー　編曲

「スペイン奇想曲」より　Ⅲ.アルボラーダ

A Csodálatos Mandarin

舞踏組曲 Ｂ.バルトーク(1881 - 1945)

真島　俊夫(1949 - )

指揮：中　田　久　雄

指揮：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(1862 - 1918)

Petite Suite 福島　弘和　編曲

指揮：阿　部　照　美

指揮：吉　田　豊　美

葵上 田村　文生(1968 - )

指揮：佐　藤　啓　子

バレエ音楽「ル・シッド」より Ｊ.マスネ(1842 - 1912)

指揮：安　達　房　子

Le Cid Ballet Suite 山本　教生　編曲

Les Trois Notes du Japon
三つのジャポニスム



20 北海道 北見地区 遠軽町立南中学校(２年ぶり５回目)

21 東関東 神奈川県 横浜市立旭中学校(２年ぶり３回目)

22 東　北 秋田県 湯沢市立須川中学校(２年連続５回目)

23 北　陸 福井県 越前市立南越中学校(初出場)

1 北　陸 石川県 石川県立輪島高等学校(３年ぶり４回目)

2 北海道 北見地区 北海道美幌高等学校(２年ぶり２回目)

3 東　京 東京都 東京都立葛飾総合高等学校(初出場)

4 東関東 神奈川県 大西学園中高等学校(７年連続７回目)

5 西関東 山梨県 山梨県立上野原高等学校(初出場)

6 東　北 青森県 青森県立八戸南高等学校(初出場)

1 東　北 山形県 山形県立左沢高等学校(初出場)

2 西関東 埼玉県 武蔵越生高等学校(６年連続７回目)

3 北海道 札幌地区 北海学園札幌高等学校(初出場)

4 北　陸 福井県 福井工業大学附属福井高等学校(初出場)

高等学校フェスティバル部門

指揮：山　田　泰　之

アヴェニュー・ディヴェルティメント

「キダム」より　Ⅰ.アトマージャ　Ⅱ.インカンテーション　Ⅲ.ニンコウラトラ Ｂ.ジュトラ、Ｖ.コルラーディ(1959 - )

Quidam Ｊ.ドーソン　編曲

Selections from Les Misérables Ｗ.バーガー　編曲

指揮：大　沼　由　和

ミュージカル「レ・ミゼラブル」セレクション Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ(1944- )

With Heart and Voice

指揮：片　山　幹　子

Ｄ.Ｒ.ギリングハム(1947 - )

Le Cid Ballet Suite 山本　教生　編曲

Ｒ.ジェイガー(1939 - )

バレエ音楽「ル・シッド」より　マドリレーナ、ナヴァレーサ

指揮：佐　塚　繭　子

Ｊ.マスネ(1842 - 1912)

指揮：髙　橋　英　将

Diamond Variations

ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス

ダイヤモンド・バリエーション

福田　洋介(1975- )

Avenue Divertimento

指揮：中　村　智　司

Jalan-jalan～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉(1962 - )

Jalan-jalan～Vision of the Isle of the Gods～

指揮：吉　川　勇　児

高等学校コンクール部門

Ａ.コープランド(1900 - 1982)

A Myth for Symphonic Band

バレエ音楽「アパラチアの春」より　

Taketori Monogatari

Blue Shades

指揮：相　内　亮　一

ブルーシェイズ

指揮：外　和　貴　幸

三善　晃(1933 - )

Appalachian Spring

Ｆ.テイケリ(1958 - )

森田　一浩　編曲

指揮：菅　野　謙太郎

百頭女 田村　文生(1968 - )

La Femme 100 Tetes

指揮：上　野　元　久

吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による 大栗　裕(1918 - 1982)

指揮：鈴　木　典　明

指揮：大　高　宗　浩

交響的断章 Ｖ.ネリベル(1919 - 1996)

Symphonic Movement

指揮：工　藤　吉　隆

福島　弘和(1971 - )アベージュ・アルカンシェル

バレエ音楽「竹取物語」より



5 東　北 秋田県 秋田県立雄物川高等学校(２年連続２回目)

6 北　陸 福井県 福井県立武生商業高等学校(２年連続４回目)

7 東関東 千葉県 千葉黎明高等学校(初出場)

8 西関東 埼玉県 埼玉県立三郷北高等学校(４年ぶり２回目)

9 西関東 埼玉県 慶應義塾志木高等学校(初出場)

10 東　北 宮城県 宮城県涌谷高等学校(３年ぶり３回目)

11 東　京 東京都 東京都立八丈高等学校(２年連続３回目)

12 東関東 茨城県 茨城県立牛久栄進高等学校(初出場)

13 北海道 札幌地区 北海道札幌北高等学校(２年連続２回目)

14 北海道 函館地区 北海道江差高等学校(初出場)

15 東　京 東京都 東京立正高等学校(３年連続６回目)

16 東関東 千葉県 千葉県立船橋東高等学校(２年連続４回目)

17 東　京 東京都 芝浦工業大学高等学校(初出場)

指揮：大　滝　　　慎

「舞踏組曲」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、終曲 Ｂ.バルトーク(1881 - 1945)

指揮：泉　　　洋　祐

祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和(1971 - )

Overture " Prayer will Shine as Time Goes by"

指揮：梅　田　和歌子

アルプスの詩 Ｆ.チェザリーニ(1961 - )

Poem Alpestre

高　昌帥(1970 - )

Harrison's Dream

指揮：川　口　智　子

Dance Suite 田川　伸一郎　編曲

淀　彰　編曲

海道　響　編曲

Ｍ.de ファリャ(1876 - 1946)

指揮：大　硲　正　典

指揮：鈴　木　孝　助

ウインドオーケストラのためのマインドスケープ

三つのジャポニスム 真島　俊夫(1949 - )

指揮：市　成　直　広

Ｐ.グレイアム(1958 -)ハリソンの夢

Expiation

福島弘和(1971 - )

Symphonic Poem "Rashomon"

Ｆ.テイケリ(1958 - )ブルーシェイズ

交響的詩曲「羅生門」　～彼の行方は誰も知らない～

指揮：植　田　　　薫

指揮：笠　原　　　禎

饗応夫人　太宰治作「饗応夫人」のための音楽 田村　文生(1968 - )

バレエ音楽「恋は魔術師」より

Les Trois Notes du Japon

El Amor Brujo

指揮：嶋　津　　　敏

指揮：小　池　　　陽

Coppéllia
バレエ音楽「コッペリア」より Ｌ.ドリーブ(1836 - 1891)

相馬　孝洋(1979 - )

天野　正道(1957 - )

Blue Shades

指揮：稲　尾　啓　樹

指揮：岸　　　利　之

Kyo-oh-Fujin

星々の鏡像

Stars in Mirrors

エクスピエイション

Mindscape for Wind Orchestra


