
順番 編　　　成 学　校　名 曲　名 作曲者 出版社 賞

201 各務原市立那加中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 ブレーン 金賞

202 各務原市立川島中学校 打楽器三重奏 アマンドショコラ 高橋　宏樹 ブレーン 銀賞

203 岐阜市立長森中学校 打楽器三重奏 気まぐれ散歩 大竹　隆文 ウィンズスコア 銀賞

204 各務原市立蘇原中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 ブレーン 銅賞

205 岐阜市立長良中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一 ブレーン 銀賞

206 岐阜市立陽南中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一 ブレーン 銀賞

207 山県市立高富中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一 ブレーン 銅賞

208 各務原市立緑陽中学校 打楽器三重奏 舞姫 嶋崎　雄斗 サウンドウェイ　カンパニー 銀賞

209 各務原市立鵜沼中学校 打楽器三重奏 トリオ　パー　ウノ J.N. ジヴコヴィッチ ムジカ　ヨーロッパ 金賞 代表

210 岐南町立岐南中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 ブレーン 銀賞

211 羽島市立竹鼻中学校 打楽器四重奏 スピリチュアル 八木澤　教司 ブレーン 銅賞

212 岐阜市立岐阜清流中学校 打楽器四重奏 ノームの森の物語 高橋　宏樹 ウインドアート出版 銅賞

213 各務原市立桜丘中学校 打楽器五重奏 ５人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡　孝悦 ブレーン 金賞 代表

214 各務原市立中央中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎　雄斗 ブレーン 金賞

215 岐阜市立東長良中学校 打楽器五重奏 パーカッション・パレード 山澤　洋之 ブレーン 金賞 代表

216 各務原市立中央中学校 金管三重奏 名もなき詩 広瀬　勇人 ブレーン 銅賞

217 岐南町立岐南中学校 金管四重奏 金髪のジェニー フォスター アコード出版 銅賞

218 各務原市立稲羽中学校 金管四重奏 グロリア A.カプレ アコード出版 銀賞

219 各務原市立鵜沼中学校 金管四重奏 時の翼 広瀬　勇人 ブレーン 金賞 代表

220 各務原市立那加中学校 金管四重奏 ターコイズ・ブルー 郷間　幹男 ウィンズスコア 金賞

221 各務原市立蘇原中学校 金管五重奏 グリーンアベンチュリン（金管五重奏：Tp/Hr/Tb/Eu/Tu） M.ゴールマン ウィンズスコア 銀賞

222 岐阜市立東長良中学校 金管五重奏 グリーンアベンチュリン M.ゴールマン ウィンズスコア 銅賞

223 岐阜市立東長良中学校 金管五重奏 アメリカ民謡ファンタジーⅡ アメリカ民謡 ブレーン 銅賞

224 岐阜市立岐阜清流中学校 金管五重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 ブレーン 銀賞

225 羽島市立竹鼻中学校 金管五重奏 ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡 未出版 銅賞

226 各務原市立稲羽中学校 金管五重奏 ５声のバレット集より G.G.ガストルディ アコード出版 銀賞

227 岐阜市立長良中学校 金管五重奏 Century　Rose　～不滅の花～ M.ゴールマン ウィンズスコア 銀賞

228 各務原市立川島中学校 金管五重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーンⅡ」 戸田　顕 ブレーン 銀賞

229 各務原市立蘇原中学校 金管五重奏 ３つの花 福田　洋介 ウィンズスコア 銅賞

230 岐南町立岐南中学校 金管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 ブレーン 銀賞

231 岐阜市立陽南中学校 金管六重奏 Spring Green～未知への扉～ M.ゴールマン ウィンズスコア 銀賞

232 山県市立高富中学校 金管六重奏 クリスマス・ソングス 伝承曲 アコード出版 銀賞

233 岐阜市立長森中学校 金管六重奏 「５つのジプシー舞曲第１集」よりサンブラ J.トゥリーナ アコード出版 金賞

234 瑞穂市立穂積北中学校 金管七重奏 ３つのわらべうた わらべ歌 ブレーン 銀賞

235 各務原市立鵜沼中学校 金管七重奏 ザ・クロッシング R.シェルドン バーンハウス 金賞

236 各務原市立桜丘中学校 金管七重奏 ６つのフランドル舞曲 P.ファレーズ ブレーン 銀賞

237 岐阜市立岐阜清流中学校 金管七重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 ブレーン 銅賞

238 各務原市立中央中学校 金管七重奏 道化のカプリス（金管七重奏：Tp/Tp/Hr/Tb/Tb/Eu/Tu） 江原　大介 ブレーン 金賞

239 各務原市立桜丘中学校 金管七重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 ブレーン 金賞

240 各務原市立那加中学校 金管七重奏 ガーゴイル 広瀬　勇人 ブレーン 金賞 代表

241 羽島市立竹鼻中学校 金管七重奏 ガリアルダ O,レスピーギ アコード出版 金賞

242 各務原市立蘇原中学校 金管八重奏 グランブランディオ 石毛　里佳 ウィンズスコア 金賞

243 瑞穂市立穂積中学校 金管八重奏 果てない空への冒険 M.ゴールマン ウィンズスコア 金賞

244 瑞穂市立穂積北中学校 金管八重奏 テルプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス ブレーン 金賞

245 岐阜市立長森中学校 金管八重奏 ジェリコの戦い 黒人霊歌 アコード出版 金賞

246 各務原市立緑陽中学校 金管八重奏 火天の舞 尾崎　一成 ブレーン 金賞 代表

247 本巣市立糸貫中学校 金管八重奏 「こどものお友だち」より　低地地方こそ、美しきところ・踊るウィーン婦人・そりの遠乗り ルイス・ケーラー アコード出版 銀賞

248 笠松町立笠松中学校 金管八重奏 シャルトリューズ・グリーン・エア M.ゴールマン ウィンズスコア 銀賞

249 笠松町立笠松中学校 打楽器四重奏 フォレスト・エコーズ 加藤　大輝 ブレーン 銀賞

第５３回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜地区大会　中学の部
令和２年12月13日（日）　各務原市文化ホール



順番 編　　　成 学　校　名 曲　名 作曲者 出版社 賞

101 各務原市立蘇原中学校 木管三重奏 春の喜び 櫛田胅之扶 ウィンズスコア 銅賞

102 岐阜市立陽南中学校 木管四重奏 なぞのたからばこ 石毛　里佳 ウィンズスコア 銀賞

103 各務原市立那加中学校A 木管五重奏 ルーマニア民俗舞曲 B.バルトーク 未出版 金賞 代表

104 岐阜市立長良中学校 木管五重奏 この先、道路工事中 三浦　秀秋 ウィンズスコア 銅賞

105 各務原市立那加中学校B 木管五重奏 ルーマニア民俗舞曲 B.バルトーク 未出版 銀賞

106 岐阜市立長良中学校 木管五重奏 ケンタッキーの我が家 フォスター アコード出版 銅賞

107 瑞穂市立穂積北中学校 木管六重奏 ラプソディⅡ　つぼみに寄せて 福田　洋介 アスクスウインズ 銀賞

108 岐南町立岐南中学校 木管六重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド ブレーン 銅賞

109 各務原市立桜丘中学校 木管七重奏 テレプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス 未出版 金賞

110 各務原市立中央中学校 木管八重奏 てぃーちてぃーる ～沖縄民謡による～ 福島　弘和 ブレーン 銀賞

111 各務原市立桜丘中学校 木管八重奏 風変わりな美女 E.サティ ブレーン 金賞 代表

112 本巣市立糸貫中学校 木管八重奏 テルプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス ブレーン 銅賞

113 各務原市立蘇原中学校 混成三重奏 ルナ・マーレ～月の海～ 宮川　成治 ウィンズスコア 銅賞

114 岐南町立岐南中学校 混成三重奏 スイーツ組曲 櫛田　胅之扶 ウィンズスコア 銀賞

115 各務原市立川島中学校 混成七重奏 テルプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス ブレーン 金賞

116 瑞穂市立穂積中学校 フルート二重奏 「無伴奏ヴァイオリンパルティータ第３番」より　ガヴォットとロンド J.S.バッハ ドレミミュージック 金賞

117 各務原市立中央中学校A フルート三重奏 チョコふぇすっ！ 八木澤　教司 ブレーン 金賞

118 山県市立高富中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤　教司 ブレーン 銅賞

119 各務原市立蘇原中学校 フルート三重奏 星空キャンドル 藤田　哲志 ウィンズスコア 金賞

120 岐阜市立長森中学校 フルート三重奏 海のパレット 藤田　哲志 ウィンズスコア 銀賞

121 各務原市立鵜沼中学校 フルート三重奏 ３本のフルートのための”雅” 櫛田　胅之扶 すみや 金賞 代表

122 岐阜市立東長良中学校 フルート三重奏 「想い出は銀の笛」より　２．真紅のルビー 三浦　真理 教育芸術社 銅賞

123 羽島市立竹鼻中学校 フルート三重奏 星空のキャンドル～for Beginners～ 藤田　哲志 ウィンズスコア 銅賞

124 各務原市立中央中学校B フルート三重奏 すのーふれーく 広瀬　勇人 ブレーン 銀賞

125 各務原市立緑陽中学校 フルート三重奏 ラプソディーⅧ　雫 福田　洋介 ウィンズスコア 金賞 代表

126 岐阜市立岐阜清流中学校 フルート四重奏 グランドカルテット F.クーラウ アルフレッド・パブリッシング 銀賞

127 各務原市立稲羽中学校 フルート四重奏 フルート４重奏のための想い出は銀の笛 三浦　真理 教育芸術社 金賞

128 山県市立高富中学校 サクソフォン四重奏 「森のスケッチ」より　のばらに寄す、鬼火、リーマスおじさんから マクダウェル アコード出版 銅賞

129 各務原市立中央中学校 サクソフォン四重奏 祀り　~サックス四重奏のための~ 高橋　宏樹 ウインドアート出版 金賞

130 岐阜市立長森中学校 サクソフォン四重奏 ラノベファンタジア 宮川　成治 ウィンズスコア 銀賞

131 瑞穂市立穂積北中学校 サクソフォン四重奏 紅蓮の弓矢 レヴォ ウィンズスコア 銅賞

132 瑞穂市立穂積中学校 サクソフォン四重奏 リュートのための古風な舞曲とアリア第一組曲 O.レスピーギ ティエロルフ 銀賞

133 各務原市立鵜沼中学校 サクソフォン四重奏 フォルモサの風 朴　守賢 ブレーン 金賞 代表

134 岐阜市立東長良中学校 サクソフォン四重奏 サクソフォーン4重奏曲　第2楽章 F.ジャンジャン サラベール 銅賞

135 各務原市立蘇原中学校 サクソフォン四重奏 三つの富山県民謡より 富山県民謡 カフアレコード 金賞

136 岐阜市立岐阜清流中学校 サクソフォン四重奏 アリオンの琴歌 やぎさわ　さとし ブレーン 銀賞

137 各務原市立緑陽中学校 サクソフォン三重奏 緋色の輪舞 福田　洋介 ウィンズスコア 金賞

138 羽島市立竹鼻中学校 サクソフォン四重奏 「森のスケッチ」より　のばらに寄す鬼火　リーマスおじさんから マクダウェル アコード出版 銅賞

139 各務原市立稲羽中学校 サクソフォン四重奏 スピリチュアルコントラスト H.ワルター ルバンク 銀賞

140 各務原市立稲羽中学校 クラリネット三重奏 「４４の小品」よりⅢ． B.バルトーク アコード出版 銀賞

141 各務原市立中央中学校 クラリネット三重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹 ブレーン 金賞

142 山県市立高富中学校 クラリネット三重奏 休暇の日々から　第１集より ゼヴラック アコード出版 銀賞

143 瑞穂市立穂積中学校 クラリネット三重奏 こねこねこねこ 石毛　里佳 ウィンズスコア 金賞

144 岐阜市立東長良中学校 クラリネット四重奏 クラリネット4重奏曲 第1番 田嶋　勉 ウィンズスコア 銀賞

145 各務原市立緑陽中学校 クラリネット四重奏 ノクチルカ　光を宿す暗闇の欠片 宮川　成治 株式会社ウィンズスコア 金賞 代表

146 岐阜市立長森中学校 クラリネット四重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司 ブレーン 金賞

147 各務原市立鵜沼中学校 クラリネット五重奏 ミニチュアタウン 石毛　里佳 ブレーン 金賞 代表

148 羽島市立竹鼻中学校 クラリネット五重奏 ２つのハンガリー民謡 O.バルトーク アコード出版 銀賞

149 各務原市立蘇原中学校 クラリネット五重奏 翠色の蜃気楼 加藤　新平 ウィンズスコア 金賞

150 岐阜市立岐阜清流中学校 クラリネット五重奏 フォスター・ラプソディー 鈴木　英史 ブレーン 銅賞

151

152 笠松町立笠松中学校 弦バス二重奏 エンターテイナー S.ジョプリン ミュージック・ベルズ 銅賞

153 笠松町立笠松中学校 フルート四重奏 ４本のフルートのための組曲　フルーツパフェ　より　チョコレート・ダモーレ 伊藤　康英 イトーミュージック 銀賞

154 笠松町立笠松中学校 木管五重奏 ３つの花　より　１カーネーション　２シクラメン　３キク 福田　洋介 ウィンズスコア 銅賞
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