
高等学校の部（２４日）　

1 松山南高等学校 打楽器７重奏 　 21 松山北高等学校 金管７重奏 　
フェニックス 嶋崎雄斗 連獅子 福田洋介

2 松山東高等学校 打楽器５重奏 　 22 松山東雲中学・高等学校 金管７重奏 　
マリンバコンツェルティーノ「ザ・ウェーブ」 安倍圭子 金管七重奏のための「ティータイム」 高橋伸哉

3 松山中央高等学校 打楽器５重奏 　 23 松山南高等学校 金管５重奏 　
水面に射す紅き影の波紋 山澤洋之 「戦いの組曲」より シャイト

4 済美高等学校 打楽器４重奏 　 24 松山中央高等学校 金管５重奏 　
打楽器四重奏曲第１番 吉岡孝悦 序奏とアレグロ 酒井格

5 東温高等学校 打楽器４重奏 　 25 新田高等学校 金管５重奏 　
マリンバ・スピリチュアル 三木稔 金管五重奏曲第３番 エワルド

6 新田高等学校 打楽器４重奏 　 26 伊予高等学校 金管５重奏 　
花回廊／風龍 山澤洋之 クインテット アーノルド

7 松山商業高等学校 打楽器３重奏 　 27 松山東高等学校 金管４重奏 　
饗応空間第１番 杉山義隆 トロンボーンのための組曲 リチャーズ

8 愛媛大学附属高等学校 打楽器３重奏 　 28 松山商業高等学校 金管４重奏 　
アマンド・ショコラ 高橋宏樹 無声映画 デュボワ

9 北条高等学校 打楽器３重奏 　 29 済美平成中等教育学校 金管４重奏 　
クレセント 野本洋介 カンツォン・ペル・ソナーレ第２番 ガブリエリ

10 北条高等学校 ホルン４重奏 　 30 松山北高等学校 サクソフォーン４重奏 　
ホルン四重奏のための６つの四重奏 チュレプニン 黎明の空へ 鈴木歌穂

11 松山西中等教育学校 トランペット４重奏 　 31 松山東高等学校 サクソフォーン４重奏 　
ソナチネ シンプソン ペンタグラム 坂井貴祐

12 北条高等学校 トランペット４重奏 　 32 聖カタリナ女子高等学校 サクソフォーン４重奏 　
ソナチネ シンプソン ドライヴィング・ストレンジ・アトラクター 對馬樹

13 北条高等学校 トロンボーン４重奏 　 33 北条高等学校 サクソフォーン４重奏 　
トウキョウ・トリプティック スパーク 異教徒の踊り ショルティーノ

14 北条高等学校 ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ・ﾁｭｰﾊﾞ４重奏 　 34 松山南高等学校 サクソフォーン４重奏 　
スラヴ舞曲集より ドヴォルザーク サクソフォーン四重奏曲 ベルノー

15 済美高等学校 ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ・ﾁｭｰﾊﾞ４重奏 　 35 松山商業高等学校 サクソフォーン４重奏 　
５つのリートより 山本教生 サクソフォーン四重奏曲第１番 サンジュレー

16 松山中央高等学校 金管８重奏 　 36 松山中央高等学校 サクソフォーン４重奏 　
２つの詩曲 松下倫士 「サクソフォーン四重奏曲」より デザンクロ

17 松山商業高等学校 金管８重奏 　 37 新田高等学校 サクソフォーン３重奏 　
コラールとトッカータ 福島弘和 サクソフォーン三重奏のためのソナチネ「紅差し指」 福島弘和

18 松山東高等学校 金管８重奏 　 38 東温高等学校 サクソフォーン３重奏 　
金管八重奏のためのラファーガ 河合和貴 のっぴきならない虹へ 福島弘和

19 松山南高等学校 金管８重奏 　 39 松山南高等学校 サクソフォーン３重奏 　
ピアノとフォルテのソナタ ガブリエリ カプリッチョ 渡部哲哉

20 愛媛大学附属高等学校 金管７重奏 　 40 愛媛大学附属高等学校 サクソフォーン３重奏 　
金管七重奏のための「ティー・タイム」 高橋伸哉 のっぴきならない虹へ 福島弘和



41 松山商業高等学校 クラリネット８重奏 　 61 松山東雲中学・高等学校 木管６重奏 　
カプリッチョ 八木澤教司 春の牧歌 福田洋介

42 松山西中等教育学校 クラリネット４重奏 　 62 松山南高等学校 木管５重奏 　
バードウォッチング ヘンリー ５つの管楽器のための室内楽曲 ヒンデミット

43 松山北高等学校 クラリネット４重奏 　 63 松山商業高等学校 木管４重奏 　
コン・モート 阿部勇一 ２つの楽章 イベール

44 松山南高等学校 クラリネット４重奏 　 64 松山中央高等学校 木管４重奏 　
サラトガ・トレイル デュビュニョン 「ソナタヘ長調」より ファッシュ

45 北条高等学校 クラリネット４重奏 B 65 松山商業高等学校 木管３重奏 　
クローバー・ファンタジー 三浦真理 ピアノ・ソナタ第８番「悲愴」より ベートーヴェン

46 松山中央高等学校 クラリネット４重奏 B 66 松山北高等学校 木管３重奏 　
オーディションのための６つの小品 ドゥファイ ラグタイム・ダンス ジョップリン

47 新田高等学校 クラリネット４重奏 　 67 東温高等学校 木管３重奏 　
バードウォッチング ヘンリー 落ち葉の舞う季節 渡部哲哉

48 松山中央高等学校 クラリネット４重奏 A 68 愛媛大学附属高等学校 木管３重奏 A
ソナチネ ボザ サテライト～遠く離れた友へ 福島弘和

49 伊予高等学校 クラリネット４重奏 　 69 愛媛大学附属高等学校 木管３重奏 B
オーディションのための６つの小品 ドゥファイ イディール 福田洋介

50 北条高等学校 クラリネット４重奏 A 70 松山北高等学校 管楽４重奏 　
ディヴェルティメント ウール ラノベ・ファンタジア 宮川成治

51 済美高等学校 クラリネット３重奏 　
３つの魔法 高橋宏樹

52 松山東高等学校 クラリネット３重奏 　
ウェントス 石毛里佳

53 松山南高等学校 クラリネット３重奏 　
ウェントス 石毛里佳

54 北条高等学校 フルート４重奏 　
グランド・カルテット クーラウ

55 伊予高等学校 フルート４重奏 　
グランド・カルテット クーラウ

56 松山中央高等学校 フルート４重奏 　
グランド・カルテット クーラウ

57 伊予農業高等学校 フルート３重奏 　
月明かりの照らす３つの風景 高橋宏樹

58 松山北高等学校 フルート３重奏 　
フルート三重奏のための「雅」 櫛田胅之扶

59 松山南高等学校 フルート３重奏 　
バッカス 山中惇史

60 松山東高等学校 フルート３重奏 　
バッカス 山中惇史


