
2008/10/13

1 東関東 千葉県 船橋市立豊富小学校(初出場)

2 西関東 山梨県 甲斐市立敷島南小学校(初出場)

3 北海道 北海道 紋別市立紋別小学校(初出場)

4 東　北 宮城県 仙台市立向陽台小学校(３年連続６回目)

5 東　京 東京都 江戸川区立小松川小学校(初出場)

1 西関東 山梨県 甲斐市立竜王北小学校(２年連続３回目)

2 西関東 埼玉県 さいたま市立三橋小学校(７年連続７回目)

3 東関東 茨城県 那珂市立五台小学校(２年ぶり２回目)

4 東　京 東京都 中野区立武蔵台小学校(４年連続５回目)

5 東　京 東京都 武蔵野市立第三小学校(４年連続６回目)

6 東　北 岩手県 盛岡市立城北小学校(２年ぶり２回目)

7 東関東 茨城県 水戸市立笠原小学校(８年連続８回目)

8 北海道 北海道 遠軽町立東小学校(５年連続５回目)

指揮：庄司こずえ

伝説のアイルランド Ｒ.Ｗ.スミス(1958-)

Ireland: of Legend & Lore

名誉が勝るとき

指揮：外川　範幸

風雅 櫛田昳之扶(1935-)

指揮：曽根　直美

ブラスバンドのための小組曲　第１番 Ｍ.アーノルド(1921-2006)

Little Suite No.1 for Brass

指揮：馬場　裕子

Ｊ.スウェアリンジェン(1947-)

When Honor Prevails

指揮：船生　佳子

「ある都市の肖像」より Ⅰ.スカイライン Ｐ.スパーク(1951-)

Portrait of a City

小学校コンクール部門

指揮：浅野　正樹

「ハイランド讃歌組曲」より Ⅰ.アードロス城　Ⅲ.ダンドネル

アンドリュー・ロイド・ウェーバー　イン　コンサート Ａ.Ｌ.ウェーバー(1948-)

Andrew Lloyd Webber in Concert Ｍ.スウィニー　編曲

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

Rapunzel

Hymn of Highlands
Ｐ.スパーク(1951-)

指揮：安川とも子

Ｆ.レハール(1870-1948)

Operetta "Der Zarewitsch" Selections 鈴木英史　編曲

指揮：山根　斉

ラプンツェル

指揮：小関　直幸

ディオゲネス Ｊ.デ=ハーン(1959-)

Diogenes

Ｂ.アッペルモント(1973-)

Riverdance Ｃ.ストロンメン　編曲

指揮：丸茂　和也

ハッピースウィング！ハッピージャズ！ Ｇ.ミラー(1904-1944)

Happy Swing! Happy Jazz! 服部克久、山下国俊　編曲

小学校フェスティバル部門

指揮：平松　美紀

リヴァーダンス Ｂ.ウィーラン(1950-)

会　場 埼玉県・所沢市民文化センター

審査員 市原　満、岡田知之、加古　勉、後藤文夫、中村均一、森田一宏、山本　真

East Japan School Band Convention
日　程 平成20年10月11日（土）、12日（日）

指揮：田中　克徳

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール(1870-1948)

Operetta "Der Zarewitsch" Selections 鈴木英史　編曲

指揮：古屋　博和



9 西関東 埼玉県 さいたま市立大宮南小学校(８年連続８回目)

10 北海道 北海道 北見市立北光小学校(初出場)

11 東　北 福島県 いわき市立植田小学校(初出場)

1 東関東 神奈川県 鎌倉市立岩瀬中学校(２年連続３回目)

2 西関東 新潟県 長岡市立旭岡中学校(初出場)

3 東　京 東京都 豊島区立池袋中学校(初出場)

4 東　北 宮城県 仙台市立寺岡中学校(初出場)

5 北海道 北海道 木古内町立木古内中学校(初出場)

6 西関東 埼玉県 白岡町立白岡中学校(４年連続４回目)

7 北　陸 富山県 射水市立奈古中学校(初出場)

1 東　北 秋田県 美郷町立千畑中学校(初出場)

2 東　京 東京都 調布市立調布中学校(２年ぶり４回目)

3 東関東 茨城県 結城市立結城南中学校(初出場)

4 北街道 北海道 遠軽町立南中学校(３年連続４回目)

指揮：永井　公

喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ.ツェラー(1842-1898)

" Der Vogelhandler " Selection 鈴木英史　編曲

「三つのジャポニスム」より

指揮：高橋　英将

祈りとトッカータ Ｊ.バーンズ(1949-)

Invocation and Toccata

中学校コンクール部門

指揮：藤野　哲郎

「１４のバガテル」より Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅹ Ｂ.バルトーク(1881-1945)

指揮：藤沢　和弘

喜びの島 Ｃ.ドビュッシー(1862-1918)

L'isle Joyeuse 真島俊夫　編曲

14 Bagatelles 山本教生　編曲

指揮：飯泉　廉

真島俊夫(1949-)

Les Trois Notes du Japan

指揮：川端　由美

「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-)

Les Trois Notes du Japan

Ｅ.カールマン(1882-1953)

Gräfin Mariza　Selection 鈴木英史　編曲

指揮：斎藤　達也

指揮：吉田　知彦

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション Ｅ.カールマン(1882-1953)

Gräfin Mariza　Selection 鈴木英史　編曲

指揮：中條　淳也

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション

指揮：村上 利憲

ポロヌプ(大原野) 酒井　格(1970-)

中学校フェスティバル部門

指揮：小野田和子

火の伝説

指揮：大久保　泉

さくらの花が咲く頃 真島俊夫(1949-)

A Season in the Bloom of Cherry Blossoms

Ritual Fire
櫛田昳之扶(1935-)

Portrait of a City

指揮：水見　晴海

「ある都市の肖像」より Ⅰ.スカイライン　Ⅱ.インオータム Ｐ.スパーク(1951-)

Operetta "Der Zarewitsch" Selections 鈴木英史　編曲

指揮：熱田　庫康

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール(1870-1948)

喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世(1825-1899)

Die Fledermaus for wind ensemble 鈴木英史　編曲



5 東関東 千葉県 八千代市立高津中学校(初出場)

6 東　京 東京都 立川市立立川第二中学校(初出場)

7 東関東 千葉県 市原市立南総中学校(３年連続３回目)

8 北街道 北海道 札幌市立平岡緑中学校(初出場)

9 西関東 埼玉県 朝霞市立朝霞第五中学校(初出場)

10 東　北 福島県 いわき市立勿来第一中学校(初出場)

11 北街道 北海道 北海道教育大学附属函館中学校(２年連続２回目)

12 西関東 埼玉県 八潮市立八潮中学校（６年ぶり２回目）

13 北街道 北海道 上富良野町立上富良野中学校(２年連続２回目)

14 東　北 岩手県 花巻市立湯本中学校(初出場)

15 東　京 東京都 葛飾区立新小岩中学校(２年連続２回目)

16 北　陸 石川県 白山市立光野中学校(初出場)

17 西関東 埼玉県 久喜市立久喜東中学校(２年連続２回目)

18 北　陸 富山県 高岡市立伏木中学校(初出場)

19 東　京 東京都 立川市立立川第三中学校(初出場)

Ma Mére L'oye 森田一浩　編曲

指揮：木脇　禎

呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス(1932-1972)

Incantation and Dance

指揮：鵜沼　勇雄

バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より Ｍ.ラヴェル(1875-1937)

Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ(1944-)

Miss Saigon 宍倉　晃　編曲

指揮：奥田　桂子

バレエ音楽「スパルタクス」より　スリーダンス・エピソード Ａ.Ｉ.ハチャトゥリアン(1903-1978)

吹奏楽のための太神楽 小山清茂(1914-)

マゼランの未知なる大陸への挑戦

指揮：菅原　広人

喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション Ｅ.カールマン(1882-1953)

Gräfin Mariza　Selection 鈴木英史　編曲

Magellan's Voyage to Unknown Continent

指揮：嶋田　歩

指揮：牛渡　裕紀

吹奏楽のための木挽歌 小山清茂(1914-)

KOBIKI-UTA for Band

指揮：山口　清司

Ｃ.Ｍ.シェーンベルグ(1944-)

Miss Saigon 宍倉　晃　編曲

Spartacus Ｄ.ハンスバーガー　編曲

指揮：外崎　三吉

バレエ音楽「マ・メール・ロア」より　眠りの森の美女のパヴァーヌ、パゴダの女王レドロネット、妖精の園 Ｍ.ラヴェル(1875-1937)

Ma Mére L'oye 外崎三吉　編曲

樽屋雅徳(1978-)

指揮：木村　信之

ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこの時

指揮：日暮　恭明

瑜伽行中観～吾妻鏡異聞～ 天野正道(1957-)

Yuga gyoucyu gan - azuma kagami ibun -

指揮：深澤美千代

コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディ Ｐ.ウィリアムズ(1939-)

Rhapsody for Concert Band and Jazz Ensemble

福島弘和(1971-)

Symphonic Poem "Run, Melos!"

指揮：清水　宏美

ミュージカル「ミス・サイゴン」より　序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこの時

指揮：上野佳桜里

喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ.ツェラー(1842-1899)

Selection from Opelletta in 3 Act Der Vogelhändler 鈴木英史　編曲

指揮：守部　康子

交響的詩曲「走れメロス」

指揮：入江由紀

歌劇「フェドーラ」より Ｕ.ジョルダーノ(1867-1948)

Fedora 鈴木英史　編曲



20 東　北 山形県 山形市立金井中学校(２年連続５回目)

21 西関東 新潟県 新潟大学教育学部附属長岡中学校(初出場)

22 西関東 埼玉県 川口市立芝中学校(２年連続５回目)

23 東関東 神奈川県 横浜市立旭中学校(２年連続２回目)

24 北　陸 富山県 射水市立小杉南中学校(２年連続２回目)

1 東　北 山形県 山形県立天童高等学校(初出場)

2 西関東 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校(初出場)

3 東　京 東京都 東京都立戸山高等学校(初出場)

4 北海道 北海道 北星学園大学附属高等学校(初出場)

5 西関東 新潟県 新潟県立新発田南高等学校(初出場)

6 東関東 神奈川県 大西学園中高等学校（５年連続５回目）

1 北　陸 富山県 富山県立高岡工芸高等学校(２年連続３回目)

2 北海道 北海道 北海道札幌平岸高等学校(初出場)

3 東関東 千葉県 千葉県立国府台高等学校（初出場）

"Morning, Noon, Night in Vienna" Overture Ｈ.フィルモア/Ｒ.Ｅ.フォスター　編曲

指揮：加藤　祐行

世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より　４、７、10、13 Ｃ.オルフ(1895-1982)

Carmina Burana Ｊ.クランス　編曲

高等学校コンクール部門

喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール(1870-1948)

Operetta "Der Zarewitsch" Selections 鈴木英史　編曲

指揮：小泉　淳

喜歌劇「ウィーンの朝・昼・晩」序曲 Ｆ.ｖ.スッペ(1819-1895)

Fantasy for Wind Ensemble "Wonderful Journey"

指揮：平尾　孝一

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 Ｚ.コダーイ(1882-1967)

Hary Janos Suite Ｇ.Ｃ.バイナム　編曲

Litlle Mermaid Medley 星出尚志　編曲

リトル・マーメイド・メドレー Ａ.メンケン(1949-)

指揮：中原　望

指揮：加藤　薫

バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より Ｍ.ラヴェル(1875-1937)

Ma Mére L'oye 森田一浩　編曲

ウィンドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より 瑠璃色の風、砂漠の向こうに、褐色の大地 小長谷宗一(1949-)

指揮：吉澤　淳子

高等学校フェスティバル部門

指揮：吉川　勇児

指揮：松本　衣代

舞蝶ファンタジア 福田洋介(1975-)

アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 Ｒ.Ｗ.スミス(1958-)

AFRICA : Ceremony, Song and Ritual

指揮：長谷川　香

Macbeth 　編曲

指揮：

歌劇「マクベス」より Ｇ.ヴェルディ(1813-1901)

Les Trois Notes du Japan

Les Trois Notes du Japan

指揮：星野　清悟

「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：菊地　雅樹

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

指揮：佐藤　繭子

喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 Ｊ.オッフェンバック(1819-1880)

La belle Helene 鈴木英史　編曲

「散歩、日傘をさす女性」～クロード・モネに寄せて／佐渡おけさ 八木澤教司(1975-)／民謡

＊／新発田南高校音楽部　編曲



4 北　陸 石川県 石川県立輪島実業高等学校(３年ぶり２回目)

5 東　京 東京都 東京都立豊島高等学校(２年連続２回目)

6 西関東 埼玉県 武蔵越生高等学校（４年連続５回目）

7 東関東 神奈川県 神奈川県立横浜南陵高等学校（初出場）

8 西関東 埼玉県 埼玉県立川越南高等学校（２年連続２回目）

9 東　京 東京都 玉川学園高等部(初出場)

10 北海道 北海道 北海道美幌高等学校(初出場)

11 東　京 東京都 東京立正高等学校(５年ぶり４回目)

12 東　北 岩手県 岩手県立遠野高等学校(初出場)

13 西関東 埼玉県 埼玉県立所沢西高等学校（初出場）

14 西関東 埼玉県 埼玉県立桶川高等学校（４年連続７回目）

15 東　北 青森県 青森県立青森西高等学校(初出場)

16 東関東 神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校（初出場）

17 東　北 宮城県 宮城県仙台第一高等学校(５年連続５回目)

18 北海道 北海道 北海道旭川農業高等学校(３年連続４回目)

Suite espanol "Andalusia"

Prometheus ～ The Song of Songs

Fantasy on Osaka Folk Tunes

指揮：菅野　淳一

プロメテウスの雅歌 鈴木英史(1965-)

指揮：宇恵野直人

アンダルシア組曲より Ｅ.レクオーナ(1896-1963)

指揮：室伏　正隆

指揮：岩渕　公夫

星の王子さま 樽屋雅徳(1978-)

El Amor Brujo 星出尚志　編曲

Ａ.トマ(1811-1896)

Mignon 淀　彰　編曲

指揮：久野　泰典

大阪俗謡による幻想曲 大栗　裕(1918-1982)

指揮：相内　亮一

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.ファリャ(1876-1946)

高木登古　編曲

Le Petit Prince

辻井清幸　編曲

指揮：豊田　晃生

シダス Ｔ.ドス(1966-)

Sidus

指揮：千葉　一彦

地底都市「カッパドキア」－妖精の宿る不思議な岩 八木澤教司(1975-)

Cavetowns " Cappadocia " - Strangely Shaped Rocks Where Elves Dwell

指揮：長谷部　啓

「交響曲第2番」より Ｆ.ティケリ(1958-)

歌劇「ミニヨン」序曲

指揮：小関　裕幸

歌劇「イル・トロヴァトーレ」セレクション Ｇ.ヴェルディ(1813-1901)

Ｃ.ドビュッシー(1862-1918)

Symphony No.2

指揮：稲尾　啓樹

指揮：秋　裕一郎

山寺にて～奥の細道の奥～ 福島弘和(1971-)

指揮：小泉　信介

Selection from "Il Trovatore"

ザ・リング・オブ・ブロッガー～太古の聖なる祭壇～

百頭女 田村文生(1968-)

八木澤教司(1975-)

喜びの島

山里佐和子　編曲

「三つのジャポニスム」より　Ⅰ.鶴が舞う　Ⅱ.雪の川　Ⅲ.祭り

真島俊夫　編曲

指揮：八木澤教司

指揮：菅野謙太郎

真島俊夫(1949-)

Les Trois Notes du Japan

L'isle Joyeuse

La Femme 100 Têtes


