
平成28年度　札幌市民芸術祭 第43回　市民吹奏楽祭　プログラム 2016/12/14

順
番

出演日 分類 団体名
人
数

演奏曲１ 作曲者 演奏曲２ 作曲者 指揮者

1 1/28 小学校 札幌市立山鼻小学校 18 ダンシング・クィーン
B.アンダーソ
ン&
B.ウルヴァース

ウィーアー！ 田中　公平 本多　隼人

2 1/28 中学校 札幌市立あやめ野中学校 9 大草原の歌 R.ミッチェル はなまるぴっぴは　よいこだけ 桂　可奈子

3 1/28 中学校 札幌市立中の島中学校 16 元禄 櫛田胅之扶 東出　直子

4 1/28 中学校 札幌市立八軒東中学校 18 小さな祝典音楽 後藤　　洋 銀河鉄道999 タケカワユキヒデ 相澤　聖子

5 1/28 中学校 札幌市立石山中学校 20 風紋 保科　　洋 前前前世 野田洋次郎 山田　宇基

6 1/28 中学校 札幌市立屯田中央中学校 21 吹奏楽のための民話 J.A.コーディル 下坂　哲也

7 1/28 中学校 札幌市立陵北中学校 24 コタンの雪 福島　弘和 髙橋　佳幸

8 1/28 中学校 札幌市立信濃中学校 26 カーニバルのマーチ2011 杉本　幸一 Story 2 SOUL 山元昭喜子

9 1/28 中学校 札幌市立伏見中学校 28 ネバーランドの冒険物語 清水　大輔 行進曲「星条旗よ永遠なれ」 J.P.スーザ 大矢　俊明

10 1/28 中学校 札幌市立札苗中学校 29 オーディナリーマーチ 高橋　宏樹 ブルースカイ・カーニバル 福田　洋介 佐藤　亜美

11 1/28 中学校 札幌市立厚別南中学校 33 イエローマウンテン J.デ=ハーン アップルマーチ 野村　正憲 長田　栄二

12 1/28 中学校 札幌市立八条中学校 35 行進曲「マリーン・シティ」2012 野村　正憲 序曲「インペラトリクス」 A.リード 吉田　　怜

13 1/28 中学校 札幌市立屯田北中学校 38 マーチ「クローバー　グラウンド」 鹿島　康奨 オーメンズ・オブ・ラブ 和泉　宏隆 土門　里美

14 1/28 中学校
札幌札苗北中学校
札幌丘珠中学校合同バンド

43 ウエルカム 真島　俊夫 ハッピーバースデートゥユー M.J.ヒル／P.S．ヒル 宮崎　孝紀

15 1/28 中学校 札幌市立啓明中学校 44 イエローマウンテン J.デ=ハーン
吹奏楽のための第１組曲より
Ⅳ.ギャロップ

Ａ.リード 田中　義啓

16 1/28 中学校
札幌市立白楊小学校
札幌市立北辰中学校合同バンド

72
東方見聞録
～バッカナール・アジアの宴

福島　弘和 千本桜 黒うさ 髙橋　秀之

17 1/28 高校 札幌大谷中学校・高等学校 13 スラヴ狂詩曲　第１番 C.フリードマン 高橋　亮輔

18 1/28 大学 北海道武蔵女子短期大学 13 コタンの雪 福島　弘和 鹿島　靖夫

19 1/28 高校 札幌創成高等学校 19 エスポワール～希望への道 八木澤教司 ウィンタージズン 黒川さやか 尾崎　裕典

20 1/28 高校 札幌白陵高等学校 20 じょいふる 水野　良樹 パラダイス・ハズ・ノー・ボーダー NARGO 飛田野克哉

21 1/28 高校 札幌厚別高等学校 25 アルヴァマー序曲 J.バーンズ マーチ「スカイブルー・ドリーム」 矢藤　　学 平塚　美香

22 1/28 一般 信濃中ＯＢバンド 26 アフリカン　シンフォニー V.マッコイ ソーラン・ファンク 北海道民謡 松岡　廣志

23 1/28 高校 札幌丘珠高等学校　OB・OG合同 26 吹奏楽のための第１組曲 Ａ.リード サウス・ランパート・ストリート・パレード 三木　豊道

24 1/28 高校 札幌北陵高等学校 28 バンドワゴン P.スパーク メイク・ハー・マイン E.リース 渋江　浩二

25 1/28 高校 札幌啓成高等学校 29 マーチ・スカイブルー・ドリーム 矢藤　　学 祝典への前奏曲 P.スパーク 大野　　香

26 1/28 一般 ウインドアンサンブル　ラミューズ 31 吹奏楽の為の序曲 坂田　雅弘 イエローマウンテン J.デ=ハーン 黒田　亮一

27 1/28 高校
札幌静修・札幌真栄・
札幌平岡高等学校合同バンド

33 ドント・ストップ・ミー・ナウ F.マーキュリー 私のお気に入り R.ロジャース
中川　史子
日下　広明

28 1/28 一般 札幌ハーツウインドオーケストラ 35 サウンド・オブ・ミュージック・メドレー R.ロジャース 水澤　大地

29 1/28 一般 ライフタイムウィンドオーケストラ 41 風笛～あすかのテーマ 大島ミチル ディープ・パープル・メドレー 水野　　厚

30 1/28 高校 札幌白石高等学校 45 オリエント急行 P.スパーク 鈴木　恭輔

31 1/28 高校 札幌月寒高等学校 40 飛鳥 櫛田胅之扶 大野　太郎

32 1/28 一般 クレシェンテ・ウインド・オーケストラ 56 美女と野獣 鈴木　逸郎

33 1/28 高校 東海大学付属札幌高等学校 65
富士山
～北斎の版画に触発されて～

真島　俊夫 井田　重芳



平成28年度　札幌市民芸術祭 第43回　市民吹奏楽祭　プログラム 2016/12/14

順
番

出演日 分類 団体名
人
数

演奏曲１ 作曲者 演奏曲２ 作曲者 指揮者

順番 出演日 分類 団体名 人数 演奏曲１ 作曲者 演奏曲２ 作曲者 指揮者

1 1/29 小学校 新琴似スペシャルバンド 98 アルセナール Ｊ．ヴァン=デル=ロースト 風になりたい 宮沢　和史
小西正一郎
奥谷　瞳子

2 1/29 小学校
札幌市立屯田北小学校
with温故知新Ⅲ

35 お気に入りの季節 E.ハックビー 前前前世 野田洋次郎 近江　誠司

3 1/29 小学校 札幌市立屯田西小学校 40 DREAM SOLISTER 加藤　裕介 札幌市立屯田西小学校校歌 宍戸　悟郎 天日　彰子

4 1/29 中学校 札幌市立上野幌中学校 12 天の剣 福田　洋介 となりのトトロ・メドレー 久石　　譲 小玉　佳範

5 1/29 中学校 札幌市立藤野中学校 20
アニメ・メドレー
～久石譲　作品集

久石　　譲 酒向なつき

6 1/29 中学校 札幌市立光陽中学校 23 狂詩曲「ノヴェナ」 J.スウェアリンジェン Paradise Has No Border NARGO 岡崎　　泉

7 1/29 中学校 札幌市立栄町中学校 26 さくらのうた 福田　洋介 中村　紗羅

8 1/29 中学校 札幌市立藻岩中学校 28 エンシェント　フラワー 西邑由記子 ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー Ｌ.バーンスタイン 長谷川　隼

9 1/29 中学校 札幌市立羊丘中学校 29 アルメニアンダンス・パート１ Ａ.リード 小野　勝廣

10 1/29 中学校 札幌市立太平中学校 31 ペルシャの市場にて A.W.ケテルビー Dancin'会津磐梯山 日本民謡 牛渡　裕紀

11 1/29 中学校 札幌市立宮の森中学校 32 春の猟犬 Ａ.リード
「パイレーツ・オブ・カリビアン
～呪われた海賊たち」メドレー

K.バデルト 浜坂　幸江

12 1/29 中学校 札幌市立白石中学校 35 キャンディード序曲
L.バーンスタイ
ン

ベルリンの風 P.リンケ 明石　龍典

13 1/29 中学校 札幌市立厚別北中学校 36 雲のコラージュ 櫛田胅之扶 脇澤　　肇

14 1/29 中学校 札幌市立清田中学校 50 音楽祭のプレリュード A.リード メイク・ハー・マイン E.リース 多米恵理子

15 1/29 高校 札幌龍谷学園高等学校 12 銀河鉄道999 タケカワユキヒデ フェアリー・ストーリーズ 福田　洋介 野口　真弓

16 1/29 中学校 札幌南陵高等学校 13 「ウィキッド」よりセレクション S.シュワルツ 佐藤　恭子

17 1/29 高校 札幌光星高等学校 21 ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー Ｌ.バーンスタイン 菅原　杏梨

18 1/29 高校 札幌東陵高等学校 22 狂詩曲「ノヴェナ」 J.スウェアリンジェン 稲垣　佳恵

19 1/29 一般 イーストヒルズ　ウインドアンサンブル 25 アルセナール Ｊ．ヴァン=デル=ロースト ひまわり 福島　弘和 青山　泰寛

20 1/29 一般 当別アンサンブルファミリー 28 ペニー・ホイッスル・ソング L.アンダーソン ジェラート・コン・カフェ 真島　俊夫 和田　　崇

21 1/29 一般 札幌シティバンド 30
ジャパニーズ・グラフィティーⅡ
坂本　九メモリアル

北川　裕二

22 1/29 高校 札幌山の手高等学校 35 ラッシュモア Ａリード バードランド 西澤　恒洋

23 1/29 高校 北海学園札幌高等学校 35 鷲の舞うところ S.ライニキー チャップリン・フォーエバー C.チャップリン 鈴木　典明

24 1/29 大学 北海学園大学 42 コンサートマーチ・マーキュリー Ｊ．ヴァン=デル=ロースト 呪文と踊り J.B.チャンス 河井　裕司

25 1/29 高校 札幌南高等学校 35
ブラスオーケストラのための行列幻
想
第３楽章　そして男と女の行列

團　伊玖磨 高度な技術への指標 河辺　公一 今井　成実

26 1/29 一般 札幌ユース吹奏楽団 45 インディゴ・クラウド 真島　俊夫 ソーラン・ファンク 北海道民謡 大泉　　徹

27 1/29 高校 札幌稲雲高等学校 46 春の猟犬 Ａ.リード 竹本　正治

28 1/29 高校 札幌新川高等学校 60 「天空の城ラピュタ」Highlights 久石　　譲 米田　浩哉


