
令和元年度　札幌市民芸術祭 第46回　市民吹奏楽祭　プログラム 2019/12/5

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 指揮者 ふりがな 受付日

1 1/25 小･中 SATSUNAE Festival Band 89 イエローマウンテンズ Ｊ.ハーン 3:30 テキーラ C.リオ 笹森敏明 3:30 小西　正一郎 こにし　しょういちろう

2 1/25 中学校 札幌市立上野幌中学校 9
七つの惑星、そうして目にみえないもの
―「星の王子さま」のエピソードによる組曲

侘美　秀俊 ルパン三世のテーマ 大野　雄二 髙橋　宏樹 小玉　佳範 こだま　よしのり

3 1/25 中学校 小樽市立菁園中学校 14 ダコタ J.ハーン 6:00 加藤　友美 かとう　ゆみ

4 1/25 中学校 札幌市立南が丘中学校 17 ゲールフォース P.グレイアム 6:40 遠藤　佳帆 えんどう　かほ

5 1/25 中学校 札幌市立屯田中央中学校 17 パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ 森田　一浩 下坂　哲也 しもさか　てつや

6 1/25 中学校 札幌市立宮の森中学校 21 アニメ･メドレー～久石譲作品集 久石　譲 森田　一浩 浜坂　裕樹 はまさか　ひろき

7 1/25 中学校 札幌市立白石中学校 24 吹奏楽のための第１組曲 G.ホルスト 明石　龍典 あかし　たつのり

8 1/25 中学校 札幌市立真栄中学校 24 アルセナール J.ヴァンデルロースト プリテンダー 藤原　聡 郷間　幹男 小林　あかり こばやし　あかり

9 1/25 中学校 札幌市立北栄中学校 25 オーメンズ･オブ･ラブ 和泉　宏隆 真島　俊夫 4:40 天体観測 藤原　基央 山里　佐和子 3:05 武田　恵理子 たけだ　えりこ

10 1/25 中学校 札幌市立向陵中学校 41 輝け青春 真島　俊夫 2:30 サンバ　デ　アイーダ G.ヴェルディ 真島　俊夫 5:00 田中　義啓 たなか　よしひろ

11 1/25 中･高 札幌龍谷学園高･札幌市立北陽中 37 ミュージカル「レ･ミゼラブル」より C.M.シェーンベルク 森田　一浩 菅原　由華 すがわら　ゆか

12 1/25 中学校 札幌市立星置中学校 36 アルセナール J.ヴァンデルロースト 4:00 学園天国 井上　忠夫 山下　国俊 田村　昂契 たむら　たかひさ

13 1/25 中学校 札幌市立北辰中学校 32
オリンピック･ファンファーレとテーマ
（ロサンゼルス五輪）

J.ウィリアムズ J.カーナウ 5:00 大内　秀之 おおうち　ひでゆき

14 1/25 中学校 札幌市立羊丘中学校 32
三つのジャポニスム
Ⅰ鶴が舞う　Ⅱ雪の川　Ⅲ祭り

真島　俊夫 小野　勝廣 おの　かつひろ

15 1/25 中学校 札幌市立厚別南中学校 32 マーチ･シャイニング･ロード 木内　涼 3:20 青春の輝き R.カーペンター 山下　国俊 3:30 山内　芳春 やまうち　よしはる

16 1/25 中学校 札幌市立西岡北中学校 30 フェスティーボ V.ネリベル 白馬　聡 はくば　そう

17 1/25 中学校 札幌市立太平中学校 29 パイレーツ･オブ･カリビアン･メドレー 森田　一浩 大阪　慧悟 おおさか　けいご

18 1/25 中学校 札幌市立栄町中学校 27 海へ…吹奏楽の為に 三澤　慶 6:00 中村　紗羅 なかむら　さら

19 1/25 中学校 札幌市立光陽中学校 25 ブライアンの休日 内藤　淳一 3:10 ルパン三世メドレー 大野　雄二 金山　徹 4:30 石井　椋 いしい　りょう

20 1/25 高校 札幌東陵高等学校 11 コタンの雪 福島　弘和 稲垣　佳恵 いながき　かえ

21 1/25 高校 札幌西陵高等学校 18 「フェニックス」～時を超える不死鳥の舞い 八木澤　教司 7:00 野呂　和代 のろ　かずよ

22 1/25 一般 ラポール･ウィンドアンサンブル 20 儀式と祭礼～管楽アンサンブルのために～ 清水　大輔 8:00 荒谷　航貴 あらや　こうき

23 1/25 高校 札幌静修･真栄･白陵･平岡高等学校 24 神々の運命 S.ライニキー 平井　恵一 ひらい　けいいち

24 1/25 高校 札幌大谷高等学校 25 祝典序曲 D.ショスタコービッチ 6:45 内藤　淳一 ないとう　じゅんいち

25 1/25 高校 札幌北陵高等学校 25 お酒ソング･コレクション～酔奏楽の為の～ 辻　峰拓 7:40 工藤　大輔 くどう　だいすけ

26 1/25 一般 札幌mommy’sブラス 50 「サウンド･オブ･ミュージック」ハイライト R.ロジャース 樽屋　雅徳 8:00 小川　克夫 おがわ　かつお

27 1/25 高校 北海学園札幌高等学校 31 交響曲第二番「キリストの受難」より F.フェラン 7:00 髙木　美代子 たかき　みよこ

28 1/25 高･一 札幌丘珠高等学校ＯＢ･ＯＧ合同 32 ポップス･マーチ「すてきな日々」 岩井　直溥 上を向いて歩こう in Swing 中村　八大 福田　洋介 三木　豊道 みき　とよみち

29 1/25 高校 札幌南高等学校 26 明日に架ける橋 P.サイモン 鈴木　英史 行進曲「士官候補生」 J.P.スーザ 八田　泰一 磯部　康志 いそべ　やすし

30 1/25 高校 札幌厚別高等学校 33 ガランタ舞曲 Z.ダコーイ 森田　一浩 7:55 平塚　美香 ひらつか　みか

31 1/25 高校 札幌月寒高等学校 34 アパラチアン序曲 J.バーンズ 大野　太郎 おおの　たろう

32 1/25 一般 ウインド・アンサンブル・ラミューズ 40 「千と千尋の神隠し」Highlights 久石　譲 鈴木　英史 黒田　亮一 くろだ　りょういち

33 1/25 一般 札幌ハーツウインドオーケストラ 45 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より　祈りとパントマイム E.フンバーディンク 中原　達彦 6:30 水澤　大地 みずさわ　だいち

34 1/25 高校 市立札幌新川高等学校 51 ファンファーレ　バラード　アンド　ジュビリー C.T.スミス 米田　浩哉 よねだ　ひろちか

35 1/25 一般 ライフタイムウインドオーケストラ 58 シング　シング　シング L.プリマ 岩井　直溥 水野　厚 みずの　あつし

36 1/25 高校 北海高等学校 68 ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶 福島　弘和 8:00 鈴木　健一 すずき　けんいち

37 1/25 高校 札幌白石高等学校 50 吹奏楽のための協奏曲 高　昌帥 8:00 鈴木　恭輔 すずき　きょうすけ

38 1/25 高校 東海大学付属札幌高等学校 50 森の贈り物 酒井　格 井田　重芳 いだ　しげよし
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1 1/26 小･中 新琴似スペシャルバンド 90 アルセナール J.ヴァンデルロースト 4:00 エル･クンバンチェロ L.エルナンデス 岩井　直溥 4:00
三上　充

奥谷　瞳子
みかみ　たかし
おくや　とうこ

2 1/26 小学校 札幌市立屯田西小学校 35 パプリカ 米津　玄師 山里　佐和子 札幌市立屯田西小学校校歌 宍戸　悟郎 天日　彰子 天日　彰子 てんにち　あきこ

3 1/26 一般 とんでんＴＫハーモニー 30 ハルノヒ あいみょん 郷間　幹男 3:30 ウィー･ドゥー 水野　良樹 郷間　幹男 4:00 近江　誠司 おうみ　せいじ

4 1/26 中学校 札幌市立八軒東中学校 14 アラジン･メドレー A.メンケン 郷間　幹男 4:00 優しいあの子 草野　正宗 郷間　幹男 3:20 相澤　聖子 あいざわ　せいこ

5 1/26 中学校 札幌市立中央中学校 16 イエローマウンテンズ J.ハーン マーチ･エイプリル･メイ 矢部　政男 工藤　千春 くどう　ちはる

6 1/26 中学校 札幌市立柏中学校 19 『ハンガリーの風景』から B.バルトーク 黒川　圭一 5:30 愛にできることはまだあるかい 野田　洋次郎 郷間　幹男 2:30
中尾　美恵子
座主　柚花

なかお　えみこ
ざぬし　ゆうか

7 1/26 中学校 札幌市立前田北中学校 19 エルザの大聖堂への行列 R.ワーグナー 高橋　宏樹 6:20 浜坂　幸江 はまさか　ゆきえ

8 1/26 中学校 札幌市立米里中学校 19 行進曲「マリーン･シティ」2012 野村　正憲 情熱大陸 葉加瀬　太郎 辻　峰拓 牛渡　裕紀 うしわたり　ひろき

9 1/26 一般 髙橋水産吹奏楽団Klingen 34 シンフォニア　ノビリッシマ R.ジェーガー 大島　清之 おおしま　きよゆき

10 1/26 中学校 札幌市立東栄中学校 20 フィールズ　オーヴァチュア 高橋　宏樹 6:10 宿野部　綾野 しゅくのべ　あやの

11 1/26 中学校 札幌市立新川西中学校 20 星降る夜 坂井　貴祐 魔法少女アニメ組曲より　「デリケートに好きにして」 古田　喜昭 辻　峰拓 宮崎　孝紀 みやざき　たかのり

12 1/26 中学校 札幌市立伏見中学校 26 春の猟犬 A.リード 高橋　宏樹 7:50 中島　史紀 なかじか　ふみのり

13 1/26 中学校 札幌市立信濃中学校 27 小組曲 A.リード 山元　昭喜子 やまもと　あきこ

14 1/26 中学校 札幌市立北白石中学校 30 オクトーバー E.ウィテカー 坂本　浩 さかもと　ひろし

15 1/26 中学校 札幌市立篠路中学校 32 星条旗よ永遠なれ J.P.スーザ 3:30 ルパン三世のテーマ’７８ 大野　雄二 金山　徹 佐藤　礼実 さとう　れみ

16 1/26 中学校 札幌市立八条中学校 39 歌劇「サムソンとデリラ」より　　“バッカナール” C.サン＝サーンス 真島　俊夫 7:40 吉田　怜 よしだ　さとし

17 1/26 中学校 札幌市立清田中学校 43 パシフィック序曲 松下　倫士 6:00 多米　恵理子 ため　えりこ

18 1/26 中学校 札幌市立平岡中学校 50 美女と野獣より A.メンケン 森田　一浩 三浦　拓朗 みうら　たくろう

19 1/26 高校 札幌南陵高等学校 5 モリコーネ･パラダイス E.モリコーネ 真島　俊夫 6:00 銀河鉄道999 タケカワユキヒデ
緒方　誠
田中　和音 2:00 佐藤　恭子 さとう　きょうこ

20 1/26 高校 北海道科学大学高等学校 15 交響組曲「パイレーツ･オブ･カリビアン～呪われた海賊たち」 K.バデルト J.ワッソン 郡司　和弘 ぐんじ　かずひろ

21 1/26 一般 ノーザンクリスタルバンド札幌 25 オータム･イン･エルマウ A.ファーニー 4:00 ジュビローソ P.スパーク 3:40 多田　宏江 ただ　ひろえ

22 1/26 一般 北海道郵政吹奏楽団「イル･ポスティーノ」 27 サンチェスの子供達 C.マンジョーネ 4:30 恋のバカンス 宮川　泰 足立　正 3:00 宮崎　則幸 みなざき　のりゆき

23 1/26 高校 石狩南高等学校 29 Tank！ 菅野　よう子 金山　徹 3:30 Ａ列車で行こう Ｂ.ストレイホーン 内堀　勝 4:00 続木　辰也 つづき　たつや

24 1/26 大学 北海道情報専門学校 29 マーチ「ブルースカイ」 高木　登古 ワタリドリ 川上　洋平 西條　太貴 3:01 沼崎　秀樹 ぬまざき　ひでき

25 1/26 高校 札幌啓成高等学校 30 ミュージカル「キャッツ」セレクション A.L.ウェッバー J.エドモンドソン 7:00 大野　香 おおの　かおる

26 1/26 一般 創価学会札幌吹奏楽団 30 陽はまた昇る F.スパーク 6:40 眞弓　基教 まゆみ　もとのり

27 1/26 大学 北海学園大学 30 行進曲「秋空に」 上岡　洋一 2:30 道祖神の詩 福島　弘和 5:00 河井　裕司 かわい　やすし

28 1/26 高校 市立札幌清田高等学校 33 オレンジ　エクスプレス 渡辺　貞夫 Ｒｉｃｋｙ 4:00 キャプテン　カリブ D.グルーシン Ricky 4:00 齊藤　琢 さいとう　たく

29 1/26 高校 市立札幌平岸高等学校 33 カーニバルのマーチ　2011 杉本　幸一 吹奏楽のためのフォーチュリズム 阿部　勇一 佐藤　満 さとう　みつる

30 1/26 高校 札幌山の手高等学校 37 大いなる約束の大地～チンギス･ハーン 鈴木　英史 西澤　恒洋 にしざわ　のぶひろ

31 1/26 高校 札幌光星高等学校 40 ナイルの守り K.アルフォード F.フェネル 宝島 和泉　宏隆 真島　俊夫
今井　成実
大﨑　明莉

いまい　なるみ
おおさき　あかり

32 1/26 一般 札幌ユース吹奏楽団 43 メリー･ポピンズ･リターンズ M.シャイマン 8:00 大泉　徹 おおいずみ　とおる

33 1/26 高校 札幌第一高等学校 53 G線上のアリア J.S.バッハ 村上　裕真 4:00 コンサート･マーチ「ストレート･ロード」 真島　俊夫 3:30 村上　裕真 むらかみ　ゆうま
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1/26 36

1/27 37


