
日 プロ順 学校名 編成 曲　　　　名 作曲者

23 1 愛媛県立松山西中等教育 打楽器７重奏 マリンバと打楽器アンサンブルのための協奏曲 ロサウロ

23 2 松山市立椿中 打楽器５重奏 打楽重奏のための「狂歌百物語」より鎌鼬 濵口　大弥

23 3 松山市立内宮中 打楽器４重奏 宝島への地図 高橋　宏樹

23 4 東温市立重信中 打楽器４重奏 傀儡の箱 濵口　大弥

23 5 松山市立南第二中 打楽器４重奏 大空に翔る蒼き翼を持つ者 山澤　洋之

23 6 愛媛大学教育学部附属中 打楽器３重奏 ラプソディーⅢ－凛 福田　洋介

23 7 松山市立津田中 打楽器３重奏 三つの朝の情景 山里　佐和子

23 8 松山市立西中 打楽器３重奏 ザ・ウェーブ　インプレッションズ 安倍　圭子

23 9 松山市立湯山中 打楽器３重奏 ラプソディーⅢ－凛 福田　洋介

23 10 松山市立余土中 金管打８重奏 時の栞 對馬　樹

23 11 松山市立久谷中 ユーフォ・チューバ４重奏 エスメラルダ 八木澤　教司

23 12 松山市立小野中 金管８重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

23 13 松山市立久米中 金管８重奏 無限に輝く空 清水　大輔

23 14 松山市立西中 金管８重奏 選ばれた場所 福島　弘和

23 15 松山市立拓南中 金管８重奏 Ｂ パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

23 16 松山市立拓南中 金管８重奏 Ａ イントラーダ 八木澤　教司

23 17 松山市立南中 金管８重奏 コラールとトッカータ 福島　弘和

23 18 松山市立湯山中 金管８重奏 「祈りの海へ」より 松下　倫士

23 19 松山市立城西中 金管７重奏 フランスルネサンス舞曲 ジェルベーズ

23 20 松山市立余土中 金管６重奏 金婚式 マリー

23 21 伊予市立伊予中 金管６重奏 バッカスの行列 ドリーブ

23 22 松山市立西中 金管６重奏 スカルプチャー・イン・ブラス 片岡　寛晶

23 23 松山市立三津浜中 金管５重奏 屋根裏猫の夕べ 福田　洋介

23 24 松前町立岡田中 金管５重奏 フラワー・クラウン 和田　直也

23 25 松前町立松前中 金管５重奏 いさり火の歌 福田　洋介

23 26 松山市立鴨川中 金管５重奏 Ｂ スザート舞曲 スザート

23 27 松山市立小野中 金管４重奏 ３つの舞曲 スザート

23 28 松山市立旭中 金管４重奏 三つの舞曲 スザート

23 29 松山市立久谷中 金管３重奏 ひまわりの大地 ロシア民謡

23 30 松山市立雄新中 サクソフォーン５重奏 ねがい 石毛　里佳

23 31 松山市立北中 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン・バスカーズ 戸田　顕

23 32 伊予市立港南中 サクソフォーン４重奏 黎明の空へ 鈴木　歌穂

23 33 松山市立西中 サクソフォーン４重奏 四重奏曲 サンジュレー

23 34 松前町立岡田中 サクソフォーン３重奏 サクレクールの風 八木澤　教司

23 35 松山市立鴨川中 サクソフォーン３重奏 のっぴきならない虹へ 福島　弘和

23 36 松山市立雄新中 クラリネット７重奏 嵐影 片岡　寛晶

23 37 松山市立久米中 クラリネット６重奏 こきりこ 富山県民謡

23 38 松山市立西中 クラリネット５重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール

23 39 松山市立余土中 クラリネット４重奏 ラノベファンタジア 宮川　成治

23 40 松山市立小野中 クラリネット４重奏 スカボロー・フェア イギリス民謡

23 41 愛媛県立松山西中等教育 クラリネット４重奏 ディベルティメント ウール

23 42 松前町立岡田中 クラリネット３重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹

23 43 砥部町立砥部中 クラリネット３重奏 Ｂ ３つの魔法 高橋　宏樹

23 44 松山市立湯山中 クラリネット３重奏 三重奏曲 プート

23 45 松山市立雄新中 フルート５重奏 雨の庭 福島　弘和

23 46 松山市立三津浜中 フルート４重奏 夏山の一日より ボザ

23 47 松山市立西中 フルート４重奏 フィオリトゥーラ 八木澤　教司

23 48 愛媛大学教育学部附属中 フルート３重奏 雪灯りの幻想 福島　弘和

23 49 松山市立北中 フルート３重奏 木漏れ日の散歩道 神長　一康

23 50 松山市立南中 木管８重奏 風の戯れⅡ 八木澤　教司

23 51 松山市立垣生中 木管５重奏 フラワー・クラウン 和田　直也

23 52 伊予市立伊予中 木管５重奏 ３つの小品より ルクー

23 53 松山市立勝山中 木管４重奏 なぞのたからばこ 石毛　里佳

23 54 松山市立久米中 木管３重奏 水仙の生け花 夛川　王彦

23 55 松山市立内宮中 木管３重奏 トリプルあいすⅡ 八木澤　教司

23 56 松前町立松前中 木管打８重奏 フェアリー・ストーリーズ 福田　洋介

23 57 松山市立桑原中 木管打６重奏 なぎさの詩 福田　洋介

23 58 松山市立津田中 管楽８重奏 風の戯れⅡ 八木澤　教司

23 59 松山市立北条北中 管楽６重奏 Ｂ ディア・クラウディア 朴　守賢

23 60 松山市立拓南中 管楽５重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

23 61 松山市立南第二中 管楽５重奏 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹
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23 62 松山市立北中 管楽４重奏 「こどもの生活」より クラック

26 1 松山市立雄新中 打楽器７重奏 ミラ 野本　洋介

26 2 松山市立拓南中 打楽器４重奏 獅子神楽 片岡　寛晶

26 3 松山市立南中 打楽器４重奏 彩雲 濵口　大弥

26 4 松山市立三津浜中 打楽器４重奏 花回廊／風龍 山澤　洋之

26 5 松山市立久米中 打楽器４重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一

26 6 松山市立勝山中 打楽器３重奏 夢幻 石毛　里佳

26 7 松山市立北中 打楽器３重奏 フォレスト・エコーズ 加藤　大輝

26 8 松山市立小野中 打楽器３重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一

26 9 松山市立北条北中 打楽器３重奏 夢幻 石毛　里佳

26 10 松山市立桑原中 金管打５重奏 ３つのわらべうた 高橋　宏樹

26 11 松山市立雄新中 金管８重奏 Ａ テレプシコーレⅠ 森田　一浩

26 12 松山市立椿中 金管８重奏 Ａ コラールとトッカータ 福島　弘和

26 13 愛媛大学教育学部附属中 金管８重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

26 14 松山市立三津浜中 金管８重奏 １２の英雄的行進曲より テレマン

26 15 伊予市立港南中 金管８重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

26 16 松山市立椿中 金管８重奏 Ｂ テルプシコーレ舞曲集 プレトリウス

26 17 砥部町立砥部中 金管８重奏 金管８重奏のための「テレプシコーレ舞曲集」より プレトリウス

26 18 松山市立垣生中 金管８重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

26 19 松前町立北伊予中 金管６重奏 「５つのジプシー舞曲第１集」よりサンブラ トゥリーナ

26 20 東温市立重信中 金管６重奏 夏の丘の街 濱崎　大吾

26 21 松山市立内宮中 金管６重奏 ３つのエピソード 櫛田　胅之扶

26 22 松山市立勝山中 金管５重奏 スザート舞曲 スザート

26 23 伊予市立双海中 金管５重奏 いさり火の歌 福田　洋介

26 24 松山市立鴨川中 金管５重奏 Ａ コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

26 25 伊予市立港南中 金管５重奏 空想おもちゃ夢 ファーナビー

26 26 松山市立久谷中 金管５重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

26 27 松山市立北条北中 金管４重奏 三つの舞曲 スザート

26 28 松山市立雄新中 金管３重奏 ファンタジア第１番 パーセル

26 29 松山市立余土中 サクソフォーン６重奏 ポエムとダンス オストランスキー

26 30 松山市立内宮中 サクソフォーン４重奏 アリオンの琴歌 八木澤　教司

26 31 砥部町立砥部中 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏曲 デザンクロ

26 32 松山市立久米中 サクソフォーン４重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール

26 33 松山市立勝山中 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン・バスカーズ 戸田　顕

26 34 松山市立小野中 サクソフォーン３重奏 アラベスク・ダンシュ 福田　洋介

26 35 松山市立北条北中 サクソフォーン３重奏 古の鏡 加藤　新平

26 36 松山市立椿中 クラリネット６重奏 ２つのヴァイオリンのための協奏曲より第１楽章 Ｊ．Ｓ．バッハ

26 37 松山市立鴨川中 クラリネット５重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール

26 38 松山市立三津浜中 クラリネット５重奏 スピリットロードⅡ 鈴木　英史

26 39 松山市立津田中 クラリネット４重奏 オーディションのための６つの小品 デュファイ

26 40 愛媛大学教育学部附属中 クラリネット４重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司

26 41 松山市立南第二中 クラリネット４重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司

26 42 伊予市立港南中 クラリネット３重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹

26 43 砥部町立砥部中 クラリネット３重奏 Ａ オーディションのための６つの小品 デュファイ

26 44 松山市立中島中 クラリネット３重奏 コラールとダンス 建部　知弘

26 45 松山市立南第二中 フルート４重奏 四重奏曲 デュボア

26 46 松山市立拓南中 フルート４重奏 コロラトゥーラ 八木澤　教司

26 47 松山市立垣生中 フルート３重奏 スノーフレーク 広瀬　勇人

26 48 松山市立鴨川中 フルート３重奏 想い出は銀の笛 三浦　真理

26 49 砥部町立砥部中 フルート３重奏 碧い月の神話 石毛　里佳

26 50 松山市立道後中 木管８重奏 組曲「クープランの墓」より ラヴェル

26 51 松山市立道後中 木管５重奏 ５つの小品より ガーディナー

26 52 松前町立岡田中 木管４重奏 ラノベファンタジア 宮川　成治

26 53 松山市立雄新中 木管３重奏 ふるさとの空 岩村　雄太

26 54 松山市立南第二中 木管３重奏 Ｂ マカリッシュ・ソフィア 片岡　寛晶

26 55 松山市立南第二中 木管３重奏 Ａ 孤独の演習 井澗　昌樹

26 56 松山市立城西中 木管打８重奏 Ａ ピアノ協奏曲第２番 ショスタコーヴィチ

26 57 松山市立北条南中 管打６重奏 小さな祝典音楽 後藤　洋

26 58 松山市立湯山中 管楽８重奏 「悲歌」能～道成寺の物語によるバラード 松下　倫士

26 59 松山市立北条北中 管楽６重奏 Ａ ディア・クラウディア 朴　守賢

26 60 砥部町立砥部中 管楽５重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人
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26 61 伊予市立港南中 管楽５重奏 花の恋文 櫛田　胅之扶

26 62 松山市立鴨川中 管楽３重奏 ひまわりの大地 ロシア民謡

27 1 砥部町立砥部中 打楽器５重奏 ザ・ウェーブ 安倍　圭子

27 2 伊予市立港南中 打楽器４重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一

27 3 松山市立鴨川中 打楽器４重奏 パーカッション・パレード 山澤　洋之

27 4 松前町立岡田中 打楽器４重奏 スピリチュアル 八木澤　教司

27 5 松山市立垣生中 打楽器４重奏 宝島への地図 高橋　宏樹

27 6 松山市立旭中 打楽器３重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹

27 7 松前町立松前中 打楽器３重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一

27 8 松山市立北条南中 金管打８重奏 彼方の光を掴むとき 和田　直也

27 9 松山市立久谷中 金管打４重奏 ３つのわらべうた 高橋　宏樹（編曲）

27 10 愛媛県立松山西中等教育 金管８重奏 Ａ ラファーガ 河合　和貴

27 11 松山市立南第二中 金管８重奏 テルプシコーレ舞曲集 プレトリウス

27 12 松山市立城西中 金管８重奏 演奏会用音楽 ヒンデミット

27 13 松山市立道後中 金管８重奏 「舞踏組曲」より バルトーク

27 14 愛媛県立松山西中等教育 金管８重奏 Ｂ 金管八重奏の為のファンファーレ 福島　弘和

27 15 松山市立雄新中 金管８重奏 Ｂ パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹

27 16 松前町立岡田中 金管６重奏 夏の丘の街 濱崎　大吾

27 17 東温市立川内中 金管６重奏 この重荷をおろしたら 黒人霊歌

27 18 松山市立勝山中 金管６重奏 スカルプチャー・イン・ブラス 片岡　寛晶

27 19 松山市立北中 金管５重奏 Ａ 海のスケッチ マクドナルド

27 20 松山市立北中 金管５重奏 Ｂ フォスター・ラプソディ 鈴木　英史

27 21 松山市立久米中 金管５重奏 ソナタ 不詳

27 22 松山市立内宮中 金管４重奏 ラノベファンタジア 宮川　成治

27 23 松山市立津田中 金管４重奏 無声映画 デュボア

27 24 松山市立北中 金管３重奏 朝のソナタ 田中　久美子

27 25 松山市立三津浜中 サクソフォーン５重奏 アテルラナ 日下部　進治

27 26 松山市立拓南中 サクソフォーン４重奏 イマージュ 正門　研一

27 27 松山市立中島中 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏曲より デザンクロ

27 28 愛媛大学教育学部附属中 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン・シンフォネット ベネット

27 29 東温市立川内中 サクソフォーン３重奏 むさしのファンタジア 三澤　慶

27 30 松山市立南中 クラリネット８重奏 カプリッチョ 八木澤　教司

27 31 松山市立拓南中 クラリネット５重奏 さくらのうた～ＦＩＶＥ 福田　洋介

27 32 松山市立北条北中 クラリネット５重奏 ミニチュア・タウン 石毛　里佳

27 33 松山市立勝山中 クラリネット４重奏 フラグメンツ 福島　弘和

27 34 伊予市立港南中 クラリネット４重奏 死と乙女 シューベルト

27 35 松山市立内宮中 クラリネット３重奏 ８つの小品より間奏曲、スケルツォ グリエール

27 36 松山市立北中 クラリネット３重奏 ニューベリー・ストリート 広瀬　勇人

27 37 伊予市立港南中 フルート５重奏 五本のフルートのための六つの協奏曲より第４番Ⅰ、Ⅲ ボワモルティエ

27 38 松山市立椿中 フルート４重奏 組曲「あめ」より 鶴薗　明人

27 39 愛媛県立松山西中等教育 フルート４重奏 夏山の一日 ボザ

27 40 松山市立北条北中 フルート３重奏 トリプルあいす 八木澤　教司

27 41 松山市立小野中 フルート３重奏 フルート・ドルチェ 伊藤　康英

27 42 松山市立北条南中 木管８重奏 アダージョとアレグロ ドニゼッティ

27 43 伊予市立港南中 木管５重奏 花の恋文 櫛田　胅之扶

27 44 東温市立重信中 木管４重奏 ラノベファンタジア 宮川　成治

27 45 伊予市立伊予中 木管３重奏 マカリッシュ・ソフィア 片岡　寛晶

27 46 松山市立城西中 木管打８重奏 Ｂ キージェ中尉 プロコフィエフ

27 47 松前町立北伊予中 木管打７重奏 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人

27 48 伊予市立双海中 管打６重奏 ３つの花 福田　洋介

27 49 松山市立椿中 管楽７重奏 騎馬の肖像 福田　洋介

27 50 松山市立鴨川中 管楽５重奏 フラワー・クラウン 和田　直也

27 51 松山市立南中 管楽５重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人


