
平成30年度　札幌市民芸術祭 第45回　市民吹奏楽祭　プログラム 2019/1/9

順
番

出演日 分類 団体名
人
数

演奏曲１ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲２ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲３ 作曲者 編曲者 時間 指揮者 ふりがな

1 1/26 小学校 札幌市立山鼻小学校 18 スリラー Ｒ.テンパートン 3:30 ソーラン節 北海道民謡 山下　国俊 2:30 本多　隼人 ほんだ　はやと

2 1/26 中学校 札幌市立光陽中学校 19 マーチ「スタウト・アンド・シンプル」 原　博 4:00 米津玄師　吹奏楽メドレー 宮川　成治 5:20 岡﨑　泉 おかざき　いずみ

3 1/26 中学校 札幌市立新川西中学校 21 ルパンⅢ世のテーマ　'78 大野　雄二 3:30 おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹 6:10 宮崎　孝紀 みやざき　たかのり

4 1/26 中学校 札幌市立屯田中央中学校 23 地の精のバラード Ｏ.レスピーギ 7:00 下坂　哲也 しもさか　てつや

5 1/26 中学校 札幌市立宮の森中学校 24 行進曲「マリーン・シティ」2012 野村　正憲 3:00
お酒ソング・コレクション
　　　　　　　　～酔奏楽の為の～

辻　峰拓 6:20 浜坂　裕樹 はまさか　ひろき

6 1/26 中学校 小樽市立菁園中学校 24 メトロプレックス Ｒ.シェルドン 5:00 クラリネット　キャンディ Ｒ.アンダーソン 3:30 加藤　友美 かとう　ゆみ

7 1/26 中学校 札幌市立八条中学校 25 マーチ「ブルースカイ」 高木　登古 2:50 東北地方の民謡によるコラージュ2011 櫛田てつ之扶 6:40 吉田　怜 よしだ　さとし

8 1/26 中学校 札幌市立厚別北中学校 30 雲の中へ Ｒ.ソーセイド シェルタリングスカイ Ｊ.マッキー 脇澤　肇 わきざわ　はじめ

9 1/26 中学校 札幌市立北都中学校 31 第一組曲　変ホ長調 Ｇ.ホルスト Ｒ.ロングフィールド 10:00 田中　大地　 たなか　だいち

10 1/26 中学校 札幌市立厚別南中学校 32 アントワープ讃歌
Ｊ.ヴァンデルロース
ト 3:30 南風のマーチ 渡口　公康 3:40 上林　風太 かみばやし　ふうた

11 1/26 中学校 札幌市立羊丘中学校 36 仮面幻想 大栗　裕 小野　勝廣 おの　かつひろ

12 1/26 中学校 札幌市立向陵中学校 37 イエロー・マウンテンズ Ｊ.デハーン 3:50 パビリオン・マーチ Ｆ.ピアソラ 2:30 田中　義啓 たなか　よしひろ

13 1/26 中学校 札幌市立北辰中学校 40 忘れられた帝国 坂井　貴祐 8:00 大内　秀之 おおうち　ひでゆき

14 1/26 中学校 札幌市立太平中学校 44 マスク Ｗ.Ｆ.マクベス 8:00 牛渡　裕紀 うしわたり　ひろき

15 1/26 中学校 札幌市立平岡中学校 48 「ノートルダムの鐘」より Ａ.メンケン 森田　一浩 三浦　拓朗 みうら　たくろう

16 1/26 高校 札幌南陵高等学校 6 リバーダンス Ｂ.ウィーラン 宮川　成治 6:00 セプテンバー Ｍ.ホワイト　他
中路　英明
郷間　幹男

3:30 佐藤　恭子 さとう　きょうこ

17 1/26 高校 札幌東陵高等学校 16 狂詩的挿話 Ｃ.カーター 6:10 稲垣　佳恵 いながき　かえ

18 1/26 高校 市立札幌清田高等学校 19 スペイン Ｃ.コリア 6:00 ザ・チキン Ａ.エリス 4:00 齋藤　琢 さいとう　たく

19 1/26 高校 札幌西陵高等学校 20 「斑鳩の空」より 櫛田　てつ之扶 7:30 楯石　保史 たていし　やすし

20 1/26 一般 ラポール・ウインドアンサンブル 20 ゲール・フォース Ｐ.グレイアム 6:30 ビタースイートサンバ Ｓ.レイク 小島　里美 3:00 荒谷　航貴 あらや　こうき

21 1/26 高校 市立札幌啓北商業高等学校 24 丘の上のレイラ 星出　尚志 7:00 鎌田　聖也 かまだ　せいや

22 1/26 高校 札幌北陵高等学校 25 オータムシーズン 黒川さやか 4:20 故郷の空　in Swing スコットランド民謡 福田　洋介 4:30 工藤　大輔 くどう　だいすけ

23 1/26 高校 北海学園札幌高等学校 25 飛行の幻想 Ｒ.シェルドン 6:30 鈴木　典明 すずき　のりあき

24 1/26 高校 札幌丘珠高等学校・OB・OG合同 29 吹奏楽のための第2組曲 Ａ.リード 10:00 三木　豊道 みき　とよみち

25 1/26 高校 札幌厚別高等学校 34 歌劇「運命の力」より Ｇ.ヴェルディ 9:50 平塚　美香 ひらつか　みか

26 1/26 高校 札幌山の手高等学校 35 朝鮮民謡の主題による変奏曲 Ｊ.Ｂ.チャンス 西澤　恒洋 にしざわ　のぶひろ

27 1/26 一般 札幌ハーツウインドオーケストラ 35 鷲が舞うところ Ｓ.ライニキー 4:10 バック・トゥー・ザ・フューチャー Ａ.シルヴェストリ Ｔ.ジョンズ 3:00 水澤　大地 みずさわ　だいち

28 1/26 高校 札幌月寒高等学校 36 吹奏楽のための第1組曲 Ｇ.ホルスト 10:00 大野　太郎 おおの　たろう

20 1/26 高校 札幌南高等学校 38 ラシーヌ讃歌 Ｇ.フォーレ 鈴木　英史 5:50
式典のための行進曲「栄光をたたえ
て」

内藤　淳一 3:50 磯部　康志 いそべ　やすし

30 1/26 一般 クレシェンテ・ウインド・オーケストラ 41 音楽祭のプレリュード Ａ,リード セプテンバー Ｍ.ホワイト　他
中路　英明
郷間　幹男

鈴木　逸郎 すずき　いつお

31 1/26 一般 ウインドアンサンブルラミューズ 42 セドナ Ｓ.ライニキー 6:00 フライ・ハイ 星出　尚志 4:00 黒田　亮一 くろだ　りょういち

32 1/26 高校 札幌白石高等学校 43 祝典序曲「未来への翼」 福島　弘和 7:00 宝島 和泉　宏隆 真島　俊夫 2:30 鈴木　恭輔 すずき　きょうすけ

33 1/26 一般 ライフタイムウインドオーケストラ 52
ジャパニーズ・グラフィティⅩⅠ
「刑事ドラマ・テーマ集」

星出　尚志 7:00 水野　厚 みずの　あつし

34 1/26 高校 北海高校 67 カプレーティとモンテッキ 天野　正道 鈴木　健一 すずき　けんいち

35 1/26 高校 東海大学付属札幌高等学校 50 交響的狂詩曲 福島　弘和 8:00 井田　重芳 いだ　しげよし
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演奏曲１ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲２ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲３ 作曲者 編曲者 時間 指揮者 ふりがな

1 1/27 小学校 新琴似スペシャルバンド 101 センチュリア
Ｊ.スウェアリンジェ
ン 5:30 サンバ　「ブラジル」 Ａ.バローゾ 水口　透 3:30

青木　雄亮
三上　充

あおき　ゆうすけ
みかみ　たかし

2 1/27 小学校 札幌市立屯田西小学校 40 見上げてごらん夜の星を いずみ　たく 小島　里美 5:00 札幌市立屯田西小学校校歌 宍戸　悟郎 天日彰子 3:00 天日　彰子 てんにち　あきこ

3 1/27 小学校 温故知新　with　ＴＫハーモニー 32 わらの中の七面鳥 アメリカ民謡 兼田　敏 4:00 Ｕ.Ｓ.Ａ Ｃ.アカチーノ　他 宮川成治 4:20 本間　聡 ほんま　さとし

4 1/27 中学校 札幌市立上野幌中学校 9
さくらのうた
～フレキシブル・アンサンブルのため
の

福田　洋介 4:40 シング・シング・シング Ｌ.プリマ 福田　洋介 5:00 小玉　佳範 こだま　よしのり

5 1/27 中学校 札幌市立八軒東中学校 15 小さな祝典音楽 後藤　洋 冬の童謡メドレー 浅野　由莉 7:00 相澤　聖子 あいざわ　せいこ

6 1/27 中学校 札幌市立陵北中学校 18 雪降る夜に 下田　和輝 7:00 長谷川　隼 はせがわ　じゅん

7 1/27 中学校 札幌市立米里中学校 20 イン・ディス・クワイエット・プレイス R.シェルドン 3:00 オーメンズ・オブ・ラブ 和泉　宏隆 宮川　成治 4:00 栗原　佑依 くりはら　ゆい

8 1/27 中学校 札幌市立柏中学校 26 インヴィクタ序曲
Ｊ.スウェアリンジェ
ン 7:00 テューバ吹きの休日 Ｇ.ハル 3:00 関　信宏 せき　のぶひろ

9 1/27 中学校 札幌市立啓明中学校 28 アニメ・メドレー　久石譲作品集 久石　譲 森田　一浩 5:00 サウンド　オブ　ミュージック　より Ｒ.ロジャース 岩井　直溥 5:00 鈴木　健夫 すずき　たけお

10 1/27 中学校 札幌市立信濃中学校 29 風紋 保科　洋 4:30 遥か GReeeeN 郷間　幹男 4:30 山元昭喜子 やまもと　あきこ

11 1/27 中学校 札幌市立白石中学校 30 組曲「惑星」より木星 G.ホルスト Ａ.リード 明石　龍典 あかし　たつのり

12 1/27 中学校 札幌市立北陽中学校 30 ダニーボーイ アイルランド民謡 相内　勝雪 4:15 復興への序曲「夢の明日に」 岩井　直溥 4:15 藤岡　旬 ふじおか　じゅん

13 1/27 中学校 札幌市立北白石中学校 32 序曲「バラの謝肉祭」 Ｊ.オリバドーティ 坂本　浩 さかもと　ひろし

14 1/27 中学校 札幌市立西岡北中学校 33 元禄＜2014年版＞ 櫛田　てつ之扶 白馬　聡 はくば　そう

15 1/27 中学校 札幌市立伏見中学校 34 エルザの大聖堂への行列 Ｒ.ワーグナー Ｌ.カイリエ ヘイ　ジュード
Ｐ.マッカートニー
他 岩井　直溥 中島　史紀 なかじま　ふみのり

16 1/27 中学校 札幌市立篠路中学校 35
コンサート・マーチ「テイク・オフ
Ⅱ」

建部　知弘 4:00 風になりたい 宮沢　和史 三浦　秀秋 4:00 茂泉　尚史 もいずみ　なおふみ

17 1/27 中学校 札幌市立星置中学校 40 アルセナール
Ｊ.ヴァンデルロース
ト 花は咲く 菅野　よう子 郷間　幹男 田村　昂契 たむら　たかひさ

18 1/27 中学校 札幌市立清田中学校 45 ネバーランドの冒険物語 清水　大輔 6:45 銀河鉄道999　－Jass　Ver.－ タケカワ　ユキヒデ 宮川　成治 3:10 多米　恵理子 ため　えりこ

19 1/27 大学 北海学園大学 33 セカンド・センチュリー A.リード 3:30
シンフォニック・バンドのための交響的音
頭 兼田　敏 6:00 河井　裕司 かわい　やすし

20 1/27 一般 信濃中OBバンド 25 そりすべり Ｌ.アンダーソン 3:00 シング　シング　シング Ｌ.プリマ 岩井　直溥 5:30 松岡　廣志 まつおか　ひろし

21 1/27 一般 当別アンサンブルファミリー 25 ジュビリー序曲 Ｐ.スパーク 和田　崇 わだ　たかし

22 1/27 一般 ノーザンクリスタルバンド札幌 25 カンタベリー　コラール
Ｊ.ヴァンデルロース
ト 磯部　康志 いそべ　やすし

23 1/27 高校 札幌大谷中学校・高等学校 22 ザ・スクエア「宝島」あれやこれや 和泉　宏隆 内藤　淳一 内藤　淳一 ないとう　じゅんいち

24 1/27 大学 北海道情報専門学校 20 マーチ「希望の光」 高橋　宏樹 4:15 世界はあなたに笑いかけている 丸谷　マナブ 郷間　幹男 2:45 沼崎　秀樹 ぬまざき　ひでき

25 1/27 高校 明清・新陽高等学校合同 19 稲穂の波 福島　弘和 5:00 ヤングマン（Ｙ.Ｍ.Ｃ.Ａ） Ｊ.モラリ 宮川　成治 3:30 西岡　広基 にしおか　ひろき

26 1/27 一般 北海道郵政吹奏楽団「イル・ポスティーノ」 19 マーチ・エイプリル・メイ　2012 矢部　政男 キャッツ・アイ
小田　裕一
郎

宮川　成治 白鳥の湖　Brass　Rock Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 宮川　成治 宮崎　則幸 みやざき　のりゆき

27 1/27 高校 札幌龍谷学園高等学校 15 ステップ　バイ　ステップ 後藤　洋 3:58 ネクスト　ステップ 後藤　洋 2:14 菅原　由華 すがわら　ゆか

28 1/27 一般 ウィンドアンサンブルCoｒd 11 ムーンライト伝説 小諸　鉄矢 山下　国俊 3:00 Make　Her　Mine　－in Swingー Ｅ.エース
福田　洋介
郷間　幹男

2:30 野口　真弓 のぐち　まゆみ

29 1/27 高校 札幌啓成高等学校 34 美女と野獣 A.メンケン 真島　俊夫 8:30 大野　香 おおの　かおる

30 1/27 高校 札幌光星高等学校 36 アリランと赤とんぼ
朝鮮民謡
山田　耕筰

高　昌師 5:00 オーメンズ・オブ・ラブ 和泉　宏隆 真島　俊夫 4:30 大﨑　明莉 おおさき　あかり

31 1/27 一般 創価学会札幌吹奏楽団 38 リメンバー・ミー Ｃ.アンダーソン　他 郷間　幹男 故郷の空　in Swing スコットランド民謡 福田　洋介 菅原　芳夫 すがわら　よしお

32 1/27 一般 札幌ユース吹奏楽団 38 管楽器のための「古典幻想曲」 伊藤　康英 6:30 ARANJUEZ Ｊ.ロドリーゴ 佐橋　俊彦 2:50 大泉　徹 おおいずみ　とおる

33 1/27 高校 石狩南高等学校 39 シング・シング・シング Ｌ.プリマ 宮川　成治 3:00 ディズニー・プリンセス・メドレー Ａ.メンケン　他 鈴木　英史 6:30 続木　辰也 つづき　たつや

34 1/27 高校 札幌真栄・白陵・静修・当別・科学大・平岡高等学校合同 47 「千と千尋の神隠し」Highlights
久石　譲
木村　弓

鈴木　英史 7:00 エル・クンバンチェロ Ｒ.エルナンデス 岩井　直溥 3:00
平井　恵

日下　広明
ひらい　めぐみ

ひした　ひろあき

35 1/27 高校 大麻高等学校 48 エマナチェ　イ　メディタチェ２ 天野　正道 森　義弘 もり　よしひろ

36 1/27 高校 札幌第一高等学校 55 バレエ音楽「ガイーヌ」より ハチャトゥリアン 中原　達彦 10:00 村上　裕真 むらかみ　ゆうま

37 1/27 高校 市立札幌新川高等学校 55 フェスティバル・ヴァリエーションズ Ｃ.Ｔ.スミス 米田　浩哉 よねだ　ひろちか
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