
第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜中学校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜中学校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜中学校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜中学校個人の部＞
至：ふれあい福寿会館　サラマンカホール

番号番号番号番号 部門部門部門部門 賞賞賞賞 代表代表代表代表 団　体　名団　体　名団　体　名団　体　名 パートパートパートパート 演　　奏　　曲演　　奏　　曲演　　奏　　曲演　　奏　　曲
1 中学 銅賞 瑞浪市立瑞浪中学校 マリンバ 組曲「仮面舞踏会」より　ギャロップ

2 中学 銀賞 土岐市立泉中学校 マリンバ 火華
3 中学 銅賞 瑞浪市立瑞陵中学校 マリンバ ギャロップ・ファイヤー
4 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 マリンバ 歌劇「ウィリアム・テル」幻想曲

5 中学 金賞　　 各務原市立那加中学校 マリンバ 中国の太鼓
6 中学 金賞　　 多治見市立多治見中学校 マリンバ グラナダ
7 中学 金賞　　 岐阜市立長森中学校 マリンバ マリンバ･フラメンカ
8 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 フルート メロディ
9 中学 金賞　　 高山市立中山中学校 フルート カルメン・ファンタジー
10 中学 銀賞 高山市立松倉中学校 フルート シバの女王の入城
11 中学 金賞　　 土岐市立泉中学校 フルート 雌山羊の踊り
12 中学 金賞　　 ○ 高山市立日枝中学校 フルート パンの笛
13 中学 銀賞 高山市立中山中学校 フルート スイス民謡による変奏曲
14 中学 金賞　　 ○ 多治見市立多治見中学校 フルート 精霊の踊り
15 中学 金賞　　 土岐市立土岐津中学校 フルート フルートソナタロ短調
16 中学 金賞　　 ○ 高山市立日枝中学校 フルート ハンガリー田園幻想曲
17 中学 金賞　　 ○ 各務原市立那加中学校 フルート エレジー
18 中学 銅賞 大垣市立東中学校 オーボエ ソナタ　第二楽章
19 中学 銀賞 各務原市立那加中学校 オーボエ ソナタ　イ短調
20 中学 銀賞 高山市立松倉中学校 クラリネット グランドデュオコンチェルト　３楽章

21 中学 銀賞 各務原市立那加中学校 クラリネット ベニスの謝肉祭
22 中学 銅賞 羽島市立竹鼻中学校 クラリネット 美しきロスマリン
23 中学 銀賞 大垣市立東中学校 クラリネット 椿姫のファンタジー
24 中学 銀賞 大垣市立北中学校 クラリネット アンダンテと変奏曲
25 中学 銅賞 関市立武芸川中学校 クラリネット ウェーバーへのオマージュ
26 中学 銅賞 池田町立池田中学校 クラリネット ３２のエチュードよりNo.９
27 中学 銅賞 神戸町立神戸中学校 クラリネット 椿姫のファンタジー
28 中学 銅賞 大垣市立赤坂中学校 クラリネット チャルダッシュ
29 中学 銅賞 高山市立東山中学校 クラリネット ３２のエチュードよりＮｏ．１
30 中学 金賞　　 各務原市立那加中学校 クラリネット 序奏とロンド
31 中学 銅賞 神戸町立神戸中学校 バスーン ファゴット・ソナタより第１楽章
32 中学 銀賞 飛騨市立古川中学校 バスーン ブレー（Ⅰ）（Ⅱ）無伴奏チェロ組曲　第３番より

33 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 コントラバス 動物の謝肉祭より「象」
34 中学 金賞　　 岐阜市立長森中学校 コントラバス コンチェルト第一楽章
35 中学 銀賞 高山市立東山中学校 アルトサクソフォン ６つのソナタより
36 中学 銅賞 大垣市立北中学校 アルトサクソフォン なつかしのヴァージニア
37 中学 金賞　　 各務原市立緑陽中学校 ソプラノサクソフォン コンセルティーノ作品７８
38 中学 銀賞 土岐市立土岐津中学校 アルトサクソフォン サクソフォン協奏曲より
39 中学 銀賞 大垣市立東中学校 アルトサクソフォン プロヴァンスの風景より第２，第３楽章

40 中学 銅賞 飛騨市立古川中学校 アルトサクソフォン チェロのための無伴奏　パルティータより　メヌエットとクーラント

41 中学 金賞　　 関市立武芸川中学校 アルトサクソフォン シャンソンとパスピエ
42 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 テナーサクソフォン セレナード・ヴァリエ
43 中学 金賞　　 多治見市立多治見中学校 テナーサクソフォン 無伴奏チェロ組曲第一番よりアルマンド

44 中学 銀賞 安八町立登龍中学校 アルトサクソフォン シャンソンとパスピエ
45 中学 銀賞 各務原市立那加中学校 アルトサクソフォン コンチェルティーノ　作品７８
46 中学 金賞　　 ○ 神戸町立神戸中学校 アルトサクソフォン アンダンテとアレグロ
47 中学 銅賞 大垣市立北中学校 トランペット 「輝く雪の歌」による変奏曲
48 中学 銅賞 土岐市立土岐津中学校 トランペット 「輝く雪の歌」による変奏曲
49 中学 銅賞 飛騨市立神岡中学校 トランペット ラルゴ
50 中学 銅賞 多治見市立北陵中学校 トランペット 「輝く雪の歌」による変奏曲
51 中学 欠場 神戸町立神戸中学校 トランペット 華麗なる幻想曲
52 中学 欠場 関市立武芸川中学校 トランペット アンダンテとアレグロ
53 中学 金賞　　 多治見市立多治見中学校 トランペット 歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲

54 中学 銀賞 帝京大学可児中学校 トランペット 「輝く雪の歌」による変奏曲
55 中学 銅賞 飛騨市立古川中学校 ホルン ホルン協奏曲　第１番
56 中学 銅賞 大垣市立北中学校 ホルン ホルン協奏曲　第１番　第２楽章

57 中学 銅賞 養老町立高田中学校 ホルン ホルン協奏曲　第１番　第１楽章

58 中学 銅賞 高山市立東山中学校 ホルン 主題と変奏
59 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 ホルン ホルン協奏曲　第１番　第２楽章

60 中学 銅賞 各務原市立那加中学校 ホルン ホルン協奏曲　第３番
61 中学 銀賞 安八町立登龍中学校 トロンボーン トロンボーンの為のソナタ　へ長調

62 中学 銅賞 多治見市立多治見中学校 トロンボーン A　Song　for　Japan
63 中学 銅賞 大垣市立北中学校 トロンボーン 華麗なる幻想曲
64 中学 銀賞 高山市立中山中学校 トロンボーン 有名なアリア
65 中学 銀賞 各務原市立那加中学校 トロンボーン 「輝く雪の歌」による変奏曲
66 中学 銀賞 各務原市立那加中学校 トロンボーン トロンボーンの為のソナタ　ホ短調

67 中学 銅賞 高山市立東山中学校 ユーフォニアム 「輝く雪の歌」による変奏曲
68 中学 銅賞 瑞浪市立瑞浪中学校 ユーフォニアム アイナのための歌
69 中学 金賞　　 大垣市立東中学校 ユーフォニアム 「ヴェニスの謝肉祭」による変奏曲

70 中学 銀賞 安八町立登龍中学校 ユーフォニアム ロマンス
71 中学 銅賞 大垣市立北中学校 テューバ 歌劇「カルメン」より　ハバネラ

72 中学 銀賞 土岐市立土岐津中学校 テューバ グロテスクな踊り
73 中学 銀賞 神戸町立神戸中学校 テューバ アリアとブーレ
74 中学 金賞　　 ○ 郡上市立白鳥中学校 テューバ 愛の喜び
75 中学 金賞　　 ○ 大垣市立東中学校 テューバ 「輝く雪の歌」による変奏曲



第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜小学校・高校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜小学校・高校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜小学校・高校個人の部＞第３０回　管打楽器個人重奏コンテスト　岐阜県大会　＜小学校・高校個人の部＞
至：ふれあい福寿会館　サラマンカホール

番号番号番号番号 部門部門部門部門 賞賞賞賞 代表代表代表代表 団　体　名団　体　名団　体　名団　体　名 パートパートパートパート 演　　奏　　曲演　　奏　　曲演　　奏　　曲演　　奏　　曲
1 高校 銀賞 岐阜県立岐山高等学校 ティンパニ　　　　 4台のティンパニのための8つの小品から第8番
2 高校 金賞 岐阜県立羽島北高等学校 マリンバ　　　　　 ジターノ
3 高校 金賞 ○ 岐阜県立吉城高等学校 マリンバ　　　　　 竹林
4 高校 銅賞 岐阜聖徳学園高等学校 マリンバ　　　　　 クシコス・ポスト
5 高校 金賞 ○ 岐阜県立飛騨神岡高等学校 マリンバ　　　　　 山をわたる風の詩～ソロ・マリンバのための～
6 高校 金賞 ○ 岐阜県立岐山高等学校 マリンバ　　　　　 フリオーソとワルツ
7 高校 金賞 岐阜県立岐阜北高等学校 マリンバ　　　　　 風紋～ソロ・マリンバのための～
8 小学校 金賞 岐阜ジュニア吹奏楽団 フルート　　　　　 ロマンティツク組曲より　第三・四楽章
9 高校 金賞 ○ 岐阜県立益田清風高等学校 フルート　　　　　 ソナタ

10 高校 金賞 岐阜県立多治見北高等学校 フルート　　　　　 フルート協奏曲
11 高校 金賞 ○ 岐阜県立関高等学校 フルート　　　　　 ハンガリー田園幻想曲
12 高校 金賞 岐阜県立各務原西高等学校 フルート　　　　　 パンの笛より第１楽章
13 高校 金賞 岐阜県立斐太高等学校 フルート　　　　　 アンダンテ　パストラル　エ　スケルツェッティーノ
14 高校 銀賞 岐阜県立羽島北高等学校 フルート　　　　　 ソナタ 第1楽章
15 高校 銀賞 麗澤瑞浪中学高等学校 フルート　　　　　 スケルツィーノ
16 高校 金賞 岐阜県立各務原西高等学校 フルート　　　　　 牝山羊の踊り
17 高校 金賞 ○ 岐阜県立岐阜北高等学校 フルート　　　　　 シリンクス
18 高校 金賞 岐阜県立多治見北高等学校 フルート　　　　　 ソナタ
19 高校 銅賞 岐阜県立岐山高等学校 オーボエ　　　　　 ソナタ　作品１６６
20 高校 銅賞 岐阜県立長良高等学校 オーボエ　　　　　 ソナタイ短調３楽章
21 高校 銅賞 岐阜県立本巣松陽高等学校 オーボエ　　　　　 ソナタ　ホ短調
22 高校 金賞 岐阜県立各務原西高等学校 クラリネット　　　 グランド・デュオ・コンチェルト
23 高校 銀賞 岐阜県立大垣北高等学校 クラリネット　　　 椿姫のファンタジー
24 高校 銅賞 岐阜県立吉城高等学校 クラリネット　　　 クラリネットのための32の練習曲№7
25 高校 銅賞 岐阜県立岐山高等学校 クラリネット　　　 クラリネット協奏曲　第３番から第１楽章
26 高校 銀賞 岐阜県立瑞浪高等学校 クラリネット　　　 ソロ　デ　コンクール
27 高校 銀賞 大垣日本大学高等学校 クラリネット　　　 ３２のエチュード より １
28 高校 銀賞 岐阜県立岐阜商業高等学校 クラリネット　　　 コンチェルティーノ
29 高校 銀賞 岐阜県立大垣西高等学校 クラリネット　　　 32のエチュード　5番
30 高校 金賞 岐阜県立各務原西高等学校 クラリネット　　　 ソロ・ド・コンクール
31 高校 銅賞 岐阜県立益田清風高等学校 バスクラリネット　 ルーマニア民族舞曲
32 高校 銅賞 岐阜県立本巣松陽高等学校 バスーン 練習曲　作品８　Ⅱ　４４
33 高校 銀賞 岐阜県立羽島北高等学校 コントラバス ソナタ へ長調
34 高校 金賞 ○ 岐阜県立東濃実業高等学校 アルトサクソフォン 「プロヴァンスの風景」よりⅠ.Ⅱ
35 高校 銀賞 岐阜県立大垣北高等学校 アルトサクソフォン ソナタ作品19第1楽章
36 高校 金賞 ○ 岐阜県立加茂高等学校 アルトサクソフォン 性格的小品よりⅤパリジェンヌ風
37 高校 金賞 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 アルトサクソフォン 小さなチャルダッシュ
38 高校 銀賞 岐阜県立岐山高等学校 アルトサクソフォン ソナタ　作品１９
39 高校 銀賞 岐阜県立吉城高等学校 アルトサクソフォン プロヴァンスの風景
40 高校 銀賞 岐阜県立岐阜商業高等学校 アルトサクソフォン 小さなチャルダッシュ
41 高校 銀賞 岐阜県立岐山高等学校 アルトサクソフォン シャンソンとパスピエ
42 高校 銀賞 岐阜県立益田清風高等学校 アルトサクソフォン ソナタ　作品１９
43 高校 金賞 岐阜県立山県高等学校 アルトサクソフォン チャルダッシュ
44 高校 銀賞 岐阜県立多治見北高等学校 アルトサクソフォン プロヴァンスの風景
45 高校 銅賞 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 アルトサクソフォン コンチェルティーノ
46 高校 銀賞 岐阜県立武義高等学校 トランペット　　　 凱旋行進曲　歌劇「アイーダ」より
47 高校 金賞 岐阜県立吉城高等学校 トランペット　　　 トランペット協奏曲
48 高校 銀賞 岐阜県立大垣北高等学校 トランペット　　　 トランペットとピアノのためのソナタ
49 高校 金賞 ○ 岐阜県立加茂高等学校 トランペット　　　 霧の少女
50 高校 金賞 岐阜県立岐阜商業高等学校 トランペット　　　 コンサート・エチュード
51 高校 銀賞 岐阜県立吉城高等学校 トランペット　　　 グランドロシアンファンタジア
52 高校 銀賞 岐阜県立斐太高等学校 トランペット　　　 輝く雪の歌　変奏曲
53 高校 銀賞 岐阜県立各務原西高等学校 トランペット　　　 亡き王女のためのパヴァーヌ
54 高校 銀賞 岐阜県立飛騨神岡高等学校 トランペット　　　 ホーム　スィート　ホーム
55 高校 失格 岐阜県立瑞浪高等学校 ホルン　　　　　　 無き王女のためのパヴァーヌ
56 高校 銅賞 岐阜県立多治見北高等学校 ホルン　　　　　　 ホルン協奏曲第１番
57 高校 銀賞 岐阜県立岐阜商業高等学校 ホルン　　　　　　 コンチェルティーノ
58 高校 銀賞 岐阜県立大垣西高等学校 ホルン　　　　　　 ノクターン
59 高校 欠場 岐阜県立瑞浪高等学校 ホルン　　　　　　 夜想曲
60 高校 銀賞 岐阜県立大垣養老高等学校 トロンボーン　　　 トロンボーンとピアノのためのコンサートピース
61 高校 銅賞 岐阜県立飛騨神岡高等学校 トロンボーン　　　 ア　ソング　フォア　ジャパン　フォア　トロンボーン　ソロ

62 高校 銀賞 岐阜県立加茂高等学校 トロンボーン　　　 交響的小品
63 高校 銅賞 岐阜県立吉城高等学校 トロンボーン　　　 有名なアリア
64 高校 銀賞 岐阜県立長良高等学校 トロンボーン　　　 コンチェルティーノ
65 高校 銅賞 岐阜県立各務原西高等学校 トロンボーン　　　 ロマンツァ・アパッショナータ
66 高校 銀賞 岐阜県立大垣北高等学校 トロンボーン　　　 ロマンス
67 高校 銀賞 岐阜県立大垣北高等学校 ユーフォニアム　　 「ベニスの謝肉祭」による幻想曲と変奏曲
68 高校 銀賞 岐阜県立各務原西高等学校 ユーフォニアム　　 アンダンテとアレグロ
69 高校 銀賞 岐阜県立多治見北高等学校 ユーフォニアム　　 ソング　フォー　アイナー
70 高校 銅賞 岐阜県立斐太高等学校 ユーフォニアム　　 イナのための歌
71 高校 銀賞 岐阜聖徳学園高等学校 ユーフォニアム　　 「瞳」メインテーマ
72 高校 失格 岐阜県立土岐商業高等学校 ユーフォニアム　　 ユーフォニウムのためのラプソディ
73 高校 金賞 岐阜県立岐山高等学校 テューバ　　　　　 チューバのための組曲から第Ⅱ楽章
74 高校 銀賞 岐阜県立本巣松陽高等学校 テューバ　　　　　 アンダンテとマーチ
75 高校 銀賞 岐阜県立長良高等学校 テューバ　　　　　 スイトフォーチューバ
76 高校 銀賞 岐阜県立各務原西高等学校 テューバ　　　　　 ロマンスとスケルツォ


