
順番 編　　　成 学　校　名 賞 賞 朝日２ 中日０

1 打楽器四重奏 各務野さくらマーチングバンド A 金賞 〇

2 打楽器三重奏 各務野さくらマーチングバンド A 金賞

3 金管七重奏 各務野さくらマーチングバンド A 金賞 〇

第５４回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜県大会　小学生の部



第５４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

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 各務原市立川島中学校 木管三重奏 イディール 銅賞

2 岐阜市立東長良中学校 木管四重奏 森のカルテット 金賞

3 瑞穂市立穂積中学校 木管四重奏 グリーンスリーヴス 銅賞

4 羽島市立竹鼻中学校 混成五重奏 フラワー・クラウン 銅賞

5 瑞穂市立穂積北中学校 木管六重奏C テルプシコーレ舞曲集 金賞

6 瑞穂市立穂積北中学校 木管六重奏A 3つのわらべうた 銅賞

7 瑞穂市立穂積北中学校 木管六重奏B 3つのわらべうた 銅賞

8 岐阜市立長良中学校 木管六重奏 ボッケリーニのメヌエット 銅賞

9 岐南町立岐南中学校 木管六重奏 ルーマニア民族舞曲 金賞

10 本巣市立糸貫中学校 木管七重奏 きんだーあるばむより 銀賞

11 岐南町立岐南中学校 木管七重奏 テルプシコーレ舞曲集 金賞

12 各務原市立蘇原中学校 木管七重奏 星形の要塞都市「パルマノーヴァ」 金賞 〇

13 各務原市立稲羽中学校 混成七重奏 マーカムダンス～７人のフレキシブルアンサンブルのために 金賞 〇

14 各務原市立那加中学校 木管八重奏 鬼姫―ある美しき幻影― 金賞 〇

15 羽島市立竹鼻中学校 木管八重奏 夏の夜に水上で歌われる２つの歌 銀賞

16 各務原市立川島中学校 混成八重奏 イントラーダⅡ 銀賞

17 本巣市立糸貫中学校 混成九重奏 みっつのわらべうた 銀賞

18 各務原市立鵜沼中学校 木管十重奏 リュートのための古風な舞曲とアリア 金賞 〇

19 各務原市立桜丘中学校 木管十重奏 小組曲 金賞 〇

20 山県市立山県市吹奏楽部 サクソフォン三重奏 スペイン無曲集より 銅賞

21 笠松町立笠松中学校 サクソフォン三重奏A カプリッチョ 銅賞

22 笠松町立笠松中学校 サクソフォン三重奏B スイーツ組曲　第３番 銅賞

23 山県市立山県市吹奏楽部 サクソフォン三重奏 巨匠の４つの小品 銅賞

24 瑞穂市立穂積中学校 サクソフォン三重奏 ファースト・オブ・スプリング 銅賞

25 各務原市立緑陽中学校 サクソフォン四重奏 落ち葉の舞う季節 金賞

26 岐阜市立東長良中学校 サクソフォン四重奏 軍隊行進曲 銀賞

27 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 銀賞

28 各務原市立蘇原中学校 サクソフォン四重奏 湖に落ちるヒカリ 金賞

29 各務原市立中央中学校 サクソフォン五重奏 ソナチネ 銀賞

30 岐阜市立岐阜清流中学校 サクソフォン五重奏 フォスター・ラプソディー 銀賞

31 各務原市立蘇原中学校 クラリネット三重奏A ひまわりの大地　 銀賞

32 笠松町立笠松中学校 クラリネット三重奏A スイーツ組曲　第２番 銅賞

33 岐阜市立長森中学校 クラリネット三重奏 黒管デザイン 銀賞

34 各務原市立蘇原中学校 クラリネット三重奏B 緋色の輪舞 金賞 〇

35 瑞穂市立穂積中学校 クラリネット三重奏 巨匠の４つの小品 銀賞

36 笠松町立笠松中学校 クラリネット三重奏B スイーツ組曲　第２番 銅賞

37 山県市立山県市吹奏楽部 クラリネット四重奏 ８つの小品より 銅賞

38 各務原市立緑陽中学校 クラリネット四重奏 七の王国 銀賞

39 岐阜市立岐阜清流中学校 クラリネット四重奏 お団子ヘアの女の子 銀賞

40 各務原市立中央中学校 クラリネット五重奏 ミニチュア・タウン 金賞

41 瑞穂市立穂積中学校 フルート二重奏 歌劇「カルメン」より間奏曲 銀賞

42 各務原市立緑陽中学校 フルート三重奏 ときおりのしま 金賞

43 各務原市立稲羽中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 銀賞

44 岐阜市立長森中学校 フルート三重奏 星空キャンドル 銀賞

45 山県市立山県市吹奏楽部 フルート三重奏 トリプルあいす 銅賞



46 各務原市立中央中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 銀賞

47 笠松町立笠松中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 銅賞

48 岐阜市立岐阜清流中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 銀賞

49 各務原市立川島中学校 打楽器二重奏 アンダーザシー 銀賞

50 各務原市立緑陽中学校 打楽器三重奏 夢幻 銀賞

51 各務原市立那加中学校 打楽器三重奏 ３人の打楽器奏者のための組曲 金賞 〇

52 岐阜市立岐阜清流中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金賞

53 岐阜市立東長良中学校 打楽器三重奏 パーカッション・パレード 金賞

54 各務原市立蘇原中学校 打楽器三重奏 uzu 銀賞

55 岐阜市立長森中学校 打楽器三重奏 気まぐれ散歩 金賞

56 羽島市立竹鼻中学校 打楽器三重奏 フォレスト・エコーズ 銀賞

57 岐南町立岐南中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 銀賞

58 山県市立山県市吹奏楽部 打楽器三重奏 フォレスト・エコーズ 銀賞

59 各務原市立鵜沼中学校 打楽器三重奏 トリオ　パー　ウノ 金賞 〇

60 瑞穂市立穂積中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 銀賞

61 笠松町立笠松中学校 打楽器四重奏 フォレスト　エコーズ 銀賞

62 各務原市立中央中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 金賞 〇

63 瑞穂市立穂積北中学校 打楽器五重奏 アンティーク・クロッシェ 金賞

64 各務原市立桜丘中学校 打楽器六重奏 ６人の打楽器奏者のための「ヴォルケーノ・タワー」 金賞 〇

65 各務原市立蘇原中学校 トランペット三重奏 12の演奏会用小品 金賞

66 各務原市立蘇原中学校 ホルン三重奏 ３本のホルンのための組曲 銅賞

67 瑞穂市立穂積中学校 トロンボーン三重奏 サンディ　ソング 銅賞

68 各務原市立中央中学校 金管三重奏 薫風 銅賞

69 各務原市立蘇原中学校 金管四重奏 四重奏のための３つの民謡 銅賞

70 各務原市立緑陽中学校 金管四重奏A ３つの舞曲 銀賞

71 各務原市立稲羽中学校 金管四重奏 森のカルテット 銀賞

72 各務原市立蘇原中学校 金管四重奏 薫風 銀賞

73 各務原市立緑陽中学校 金管四重奏B クイーン・メリー2世のための音楽 銀賞

74 各務原市立那加中学校 金管四重奏 森のカルテット 銀賞

75 岐阜市立東長良中学校 金管四重奏 ターコイズ・ブルー 銀賞

76 瑞穂市立穂積中学校 金管四重奏 いつか王子様が 銅賞

77 岐阜市立東長良中学校 金管五重奏 組曲「水上の音楽」 銅賞

78 山県市立山県市吹奏楽部 金管五重奏 スザート舞曲 銅賞

79 各務原市立中央中学校 金管六重奏A あの坂の向こう 金賞

80 岐南町立岐南中学校 金管六重奏 ５つの宮廷舞曲 銅賞

81 各務原市立鵜沼中学校 金管六重奏A あの坂の向こう 金賞 〇

82 岐阜市立長森中学校 金管六重奏 ３つのエピソード 銅賞

83 岐阜市立岐阜清流中学校 金管六重奏 ジークフリート 銅賞

84 各務原市立中央中学校 金管六重奏B 彼方の光を掴むとき 銅賞

85 各務原市立鵜沼中学校 金管六重奏B スカイ　アドベンチャーⅡ 金賞

86 各務原市立那加中学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管６重奏のために 金賞 〇



87 山県市立山県市吹奏楽部 金管七重奏 「こどものお友だち」より 銅賞

88 笠松町立笠松中学校 金管七重奏 アルベロ　モルト 銅賞

89 羽島市立竹鼻中学校 金管七重奏 「キンダーアルバム」より 銅賞

90 各務原市立桜丘中学校 金管八重奏 テルプシコーレⅠ 金賞

91 瑞穂市立穂積北中学校 金管八重奏 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 金賞

92 岐阜市立長森中学校 金管八重奏 果てない空への冒険 銀賞

93 岐阜市立岐阜清流中学校 金管八重奏 ジークフリート 銅賞

94 笠松町立笠松中学校 金管八重奏 ウイーンの情景 銅賞

95 岐阜市立長良中学校 金管八重奏 ジークフリート 銅賞

96 瑞穂市立穂積中学校 金管八重奏 アヴェ・マリア 銅賞

97 本巣市立糸貫中学校 金管八重奏 あいりっしゅ・すぴりっつ 銀賞

98 笠松町立笠松中学校 弦バス二重奏 二重奏曲集より１２番 銅賞



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　西濃地区大会　中学の部

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 大垣市立北中学校 木管三重奏 ｢駅猫diary｣より 銀賞

2 大垣市立東中学校 ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ三重奏 ｱｼﾀｶせっ記 銀賞

3 組合立東安中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ二重奏 宵待草 銅賞

4 大垣市立東中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ五重奏 家族ｹﾞｰﾑより 迷路#1 神話 遊戯 金賞

5 池田町立池田中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ四重奏 ﾊﾞｶﾞﾃﾙ 銅賞

6 大垣市立西部中学校 混成五重奏 讃美歌｢聖ﾆｺﾗｽ｣よる変奏曲 銅賞

7 大垣市立赤坂中学校 木管七重奏 星形の要塞都市｢ﾊﾟﾙﾏﾉｰヴｧ｣ 金賞

8 養老町立高田中学校 木管五重奏 3つの花 銅賞

9 安八町立登龍中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏 子供の情景より 銅賞

10 垂井町立不破中学校 ﾌﾙｰﾄ二重奏 ﾌﾙｰﾄ教則本より 銀賞

11 池田町立池田中学校 ﾌﾙｰﾄ四重奏 調子の良い鍛冶屋 金賞 〇

12 神戸町立神戸中学校 木管三重奏 ﾏｶﾘｯｼｭ･ｿﾌｨｱ 銅賞

13 組合立東安中学校 ﾌﾙｰﾄ二重奏 ｱﾙﾃ ﾌﾙｰﾄﾒｿｯﾄﾞ 第13課 第8番 銀賞

14 垂井町立北中学校 木管八重奏 ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ･ｴｱｰ 銀賞

15 垂井町立不破中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏 ﾌﾗﾜｰ･ｸﾗｳﾝ 銀賞

16 大垣市立東中学校 ﾌﾙｰﾄ五重奏 心に染みる5つの言葉より Ⅰ.おめでとう Ⅱ.すみません Ⅴ.ありがとう 金賞

17 池田町立池田中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏 ｽﾍﾟｲﾝ舞曲 第2番 銀賞

18 大垣市立北中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏 ｢ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏曲｣より Ⅱ.懐かしい風景 Ⅳ.広場の音楽会 金賞 〇

19 神戸町立神戸中学校 木管六重奏 ﾃﾙﾌﾟｼｺｰﾚ舞曲集 銀賞

20 揖斐川町立揖斐川中学校 木管六重奏 斑鳩の空 ~ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙのための 銀賞

21 池田町立池田中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ八重奏 序奏とﾛﾝﾄﾞ 銀賞

22 輪之内町立輪之内中学校 木管三重奏 ﾐﾆﾁｭｱ･ｽｲｰﾄ 銅賞

23 養老町立高田中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏 ある森の一日 銅賞

24 関ケ原町立関ケ原中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ三重奏 ﾄﾛｲﾒﾗｲ 銅賞

25 大垣市立西部中学校 混成七重奏 ｲﾝﾄﾗｰﾀﾞⅡ 金賞

26 安八町立登龍中学校 木管五重奏 ﾙｰﾏﾆｱ民俗舞曲 銀賞

27 池田町立池田中学校 木管五重奏 ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ 銅賞

28 池田町立池田中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏 民謡風ﾛﾝﾄﾞの主題による序奏と変奏 金賞 〇

29 池田町立池田中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏 波影 金賞 〇

30 大垣市立西部中学校 木管八重奏 ﾀﾗﾝﾃﾗ 金賞 〇

31 垂井町立不破中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ三重奏 夏のｽｹｯﾁ 金賞

32 大垣市立北中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ五重奏 喜歌劇｢こうもり｣ｾﾚｸｼｮﾝ 金賞

33 養老町立東部中学校 木管六重奏 5つの宮廷舞曲 銀賞

34 神戸町立神戸中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ四重奏 ｸﾗﾘﾈｯﾄのためのｶﾌﾟﾘｽ 銀賞

35 輪之内町立輪之内中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ三重奏 休暇の日々から 第1集より 銅賞

36 大垣市立東中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ八重奏 ｸﾗﾘﾈｯﾄのためのｸﾗｳﾅﾘｰ 金賞

37 関ケ原町立関ケ原中学校 木管五重奏 ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 銅賞

38 組合立東安中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏 彩 金賞

39 養老町立高田中学校 ﾌﾙｰﾄ三重奏 ﾄﾘﾌﾟﾙあいすⅡ 銅賞

40 大垣市立東中学校 金管七重奏 ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ 銅賞

41 大垣市立北中学校 金管四重奏 3つの舞曲 銅賞

42 大垣市立赤坂中学校 打楽器三重奏 ﾊﾟﾗｲｿ･ﾌﾛｰﾚｽﾀ･ﾌﾛｽﾄ 銀賞

43 大野町立大野中学校 金管九重奏 春はまほろば 銀賞

44 組合立東安中学校 打楽器二重奏 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ 金賞

45 輪之内町立輪之内中学校 打楽器二重奏 ｳｨﾘｱﾑﾃﾙ序曲より ｽｲｽ軍隊の行進 銅賞



46 養老町立高田中学校 金管八重奏 ﾃﾚﾌﾟｼｺｰﾚ舞曲集 銅賞

47 揖斐川町立揖斐川中学校 打楽器四重奏 彩雲 銀賞

48 大垣市立西部中学校 混成八重奏 てぃｰちてぃｰる ~沖縄民謡による~ 銀賞

49 安八町立登龍中学校 金管五重奏 ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾛｰｽﾞ ~不滅の花~ 銅賞

50 池田町立池田中学校 金管七重奏 3つのわらべうた 銅賞

51 神戸町立神戸中学校 金管四重奏 こきりこ 銅賞

52 大垣市立西部中学校 打楽器五重奏 ｿﾉﾘﾃ･ｴ･ﾑｰヴﾏﾝ 金賞 〇

53 池田町立池田中学校 金管八重奏 ﾀﾞﾝｽﾘｰ 銀賞

54 養老町立高田中学校 打楽器四重奏 ﾉｰﾑの森の物語 銅賞

55 大垣市立東中学校 金管八重奏 ﾃﾙﾌﾟｼｺｰﾚ舞曲集より 5.3つのﾌﾞﾚｰ 4.村のﾌﾞﾗﾝﾙ 2.ヴｫﾙﾄ 金賞

56 池田町立池田中学校 打楽器八重奏 ﾀｺ･ｽｱｰﾌﾞ 金賞

57 垂井町立不破中学校 金管五重奏 ｶﾌﾟﾘｵｰﾙ組曲より 1,6 銀賞

58 養老町立東部中学校 管打六重奏 ﾌﾗﾜｰ･ｸﾗｳﾝ 銀賞

59 安八町立登龍中学校 金管五重奏 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｲｰｸﾞﾙ 銅賞

60 神戸町立神戸中学校 金管八重奏 ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ･ｴｱｰ 銀賞

61 揖斐川町立揖斐川中学校 金管八重奏 ｶﾞｰｺﾞｲﾙ 銀賞

62 大垣市立北中学校 打楽器三重奏 ｢ﾄﾘｵ･ﾊﾟｰ･ｳﾉ｣より 金賞 〇

63 大垣市立赤坂中学校 金管八重奏 金管八重奏のための｢ﾊﾟヴｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ｣ 銀賞

64 垂井町立北中学校 金管八重奏 ｼｬﾙﾄﾘｭｰｽﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ･ｴｱｰ 金賞

65 垂井町立北中学校 打楽器三重奏 ｽﾘｰﾋﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 金賞

66 垂井町立不破中学校 金管四重奏 時の翼 銀賞

67 輪之内町立輪之内中学校 金管三重奏 名もなき詩 銅賞

68 関ケ原町立関ケ原中学校 金管五重奏 聖者の行進 銅賞

69 組合立東安中学校 金管九重奏 ﾌﾗﾝｽﾙﾈｻﾝｽ舞曲集 金賞

70 大垣市立西部中学校 金管八重奏 ﾛｺﾞｽの闘争 -想いの先へ- 金賞 〇

71 大垣市立東中学校 打楽器八重奏 ｿｿﾊﾞﾗ 金賞 〇

72 大垣市立北中学校 金管八重奏 第12旋法によるｶﾝﾂｫﾝ 金賞

73 安八町立登龍中学校 打楽器四重奏 ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ･ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 金賞

74 養老町立高田中学校 金管四重奏 ﾀｰｺｲｽﾞ･ﾌﾞﾙｰ 銅賞

75 養老町立東部中学校 金管四重奏 3つの舞曲 銅賞

76 池田町立池田中学校 金管八重奏 ﾃﾙﾌﾟｼｺｰﾚⅠ 金賞



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　東濃地区大会　中学の部

学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 多治見市立平和中学校 フルート二重奏 メロディックな2重奏 銀賞

2 土岐市立泉中学校 フルート三重奏 フルート３重奏曲　第１番～３つの詩的憧憬～ 銀賞

3 中津川市立第二中学校 フルート三重奏 星空キャンドル 銀賞

4 多治見市立小泉中学校 サクソフォン三重奏 アミューズメント・パーク組曲 銀賞

5 多治見市立平和中学校 クラリネット四重奏 森のカルテット 銀賞

6 恵那市立恵那東中学校 クラリネット四重奏 なぞのたからばこ 銅賞

7 多治見市立平和中学校 サクソフォン四重奏 サクソフォン吹きたちの小さな休日 金賞

8 麗澤瑞浪中学校 木管四重奏 魔法使いの弟子 銅賞

9 土岐市立泉中学校 木管五重奏 クラリネットのためのカプリス 金賞

10 恵那市立恵那西中学校 木管五重奏 ゆめのかけら 銀賞

11 多治見市立北陵中学校 木管五重奏 サラバンド 銀賞

12 瑞浪市立瑞浪中学校 木管六重奏 ３つの花 銅賞

13 中津川市立第二中学校 木管六重奏 ５つの宮廷舞曲 銀賞

14 多治見市立多治見中学校 木管六重奏 弦楽四重奏曲ニ短調より 金賞 〇

15 土岐市立土岐津中学校 木管六重奏 春の牧歌 銅賞

16 土岐市立駄知中学校 木管六重奏 お散歩街道 銅賞

17 多治見市立小泉中学校 木管六重奏 「こどもの生活」より 金賞

18 瑞浪市立瑞浪中学校 木管六重奏 ３つの花 銅賞

19 恵那市立恵那西中学校 木管八重奏 ジークフリート 銅賞

20 土岐市立西陵中学校 木管八重奏 ルーマニア民族舞曲 銅賞

21 中津川市立第二中学校 金管四重奏 コバルトブルー　～未来の空～ 銅賞

22 多治見市立平和中学校 金管四重奏 さくらのうた 銅賞

23 多治見市立小泉中学校 金管四重奏 Cobalt　Blue　～未来の空～ 銀賞

24 中津川市立第二中学校 金管四重奏 金管四重奏のための「夢、希望、未来」 銀賞

25 多治見市立南ヶ丘中学校 混成五重奏 小さな楽団のためのエチュード　より 銀賞

26 多治見市立平和中学校 金管五重奏 グリーンアベンチュリン 銀賞

27 土岐市立泉中学校 金管五重奏 スザート舞曲 金賞 〇

28 多治見市立小泉中学校 金管五重奏 いさり火の歌 金賞 〇

29 多治見市立陶都中学校 混成六重奏 ３つのチェコ民謡より　Ⅰ，Ⅲ 金賞

30 恵那市立恵那東中学校 混成六重奏 ３つの花 銅賞

31 麗澤瑞浪中学校 管打六重奏 フラワークラウン 銀賞

32 多治見市立北陵中学校 金管六重奏 スプリンググリーン　～未知への扉～ 金賞 〇

33 土岐市立土岐津中学校 金管六重奏 Intangible Sanktuary～無形の聖堂 金賞

34 土岐市立駄知中学校 金管六重奏 小さな祝典音楽 銅賞

35 恵那市立恵那西中学校 金管七重奏 ジークフリート 銀賞

36 多治見市立多治見中学校 金管七重奏 カテドラル　プレリュード 金賞

37 麗澤瑞浪中学校 金管七重奏 道化のカプリス 金賞

38 土岐市立西陵中学校 金管八重奏 ５つの宮廷舞曲 銅賞

39 恵那市立恵那東中学校 混成八重奏 ジークフリート 銅賞

40 多治見市立笠原中学校 混成十重奏 エル・キャピタン 銅賞

41 多治見市立北陵中学校 打楽器二重奏 シンクロナイズト 銀賞

42 土岐市立土岐津中学校 打楽器三重奏 フォレスト・エコーズ 金賞

43 多治見市立平和中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 金賞

44 中津川市立第二中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 銀賞

45 土岐市立泉中学校 打楽器三重奏 パルス 銀賞



46 多治見市立小泉中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 金賞 〇

47 恵那市立恵那西中学校 打楽器四重奏 彩雲 銀賞



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　飛騨地区大会　中学の部

学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 高山市立松倉中学校 木管八重奏 ルーマニア民族舞曲 銅賞

2 高山市立松倉中学校 木管八重奏 ジークフリート 銅賞

3 高山市立日枝中学校 フルート四重奏 組曲「あめ」より　かざりあめ　わたりあめ 銀賞

4 高山市立日枝中学校 サクソフォン四重奏 森のカルテット 銀賞

5 高山市立日枝中学校 木管四重奏 森のカルテット 銀賞

6 高山市立日枝中学校 クラリネット五重奏 ミニチュア・タウン 銀賞

7 高山市立国府中学校 フルート三重奏 パフェ・パラダイス！ 金賞

8 高山市立国府中学校 サクソフォン四重奏 アリオンの琴歌 銀賞

9 高山市立国府中学校 クラリネット五重奏 すいしょくのしんきろう 銅賞

10 高山市立中山中学校 フルート三重奏 雅 銀賞

11 高山市立中山中学校 フルート三重奏 海のパレット 金賞

12 高山市立中山中学校 木管八重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 金賞

13 高山市立北稜中学校 フルート二重奏 ブーケ・２０の二重奏曲より　３・４ 銅賞

14 高山市立北稜中学校 木管四重奏 スタートライン 銅賞

15 下呂市立下呂中学校 木管二重奏 人形の夢と目覚め 金賞 ○

16 下呂市立下呂中学校 木管三重奏 ユイマール 銅賞

17 下呂市立萩原南中学校 フルート三重奏 フルート３重奏のための想い出は銀の笛 銅賞

18 下呂市立萩原南中学校 サクソフォン四重奏 Allegro de Concert 銅賞

19 高山市立東山中学校 木管七重奏 ジェリコの戦い 銀賞

20 高山市立久々野中学校 木管七重奏 テルプシコーレ舞曲集 銀賞

21 飛騨市立古川中学校 フルート三重奏 海のパレット 金賞 ○

22 飛騨市立古川中学校 サクソフォン四重奏 蒼い龍 金賞

23 飛騨市立古川中学校 クラリネット六重奏 クラリネットのためのカプリス 金賞 ○

24 高山市立北稜中学校 打楽器二重奏 デュアル　ドラミング　デイズ 銅賞

25 高山市立丹生川中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 金賞

26 高山市立東山中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 銅賞

27 下呂市立下呂中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 金賞 ○

28 下呂市立萩原南中学校 打楽器三重奏 フォレスト　エイコーズ 銅賞

29 高山市立松倉中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 銀賞

30 飛騨市立古川中学校 打楽器四重奏 獅子神楽　〜4人の打楽器奏者のために〜 金賞 ○

31 高山市立中山中学校 打楽器四重奏 祈りの光 一つの想い I 金賞

32 高山市立国府中学校 打楽器五重奏 ルナ 銀賞

33 高山市立日枝中学校 打楽器五重奏 打楽重奏のための「狂歌百物語」より「鎌鼬」 金賞 ○

34 高山市立丹生川中学校 金管四重奏 ミニチュア・スイート 銀賞

35 高山市立宮中学校 混成三重奏 ひまわりの大地　ロシア民謡メドレー 銅賞

36 高山市立松倉中学校 金管八重奏 果てない空への冒険 銀賞

37 高山市立日枝中学校 金管八重奏 ピーコック・ブルー 金賞

38 高山市立日枝中学校 金管八重奏 ウィーンの情景 銀賞

39 下呂市立金山中学校 金管四重奏 コバルトブルー〜未来の空〜 銅賞

40 高山市立国府中学校 金管六重奏 草競馬 銅賞

41 高山市立国府中学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 銀賞

42 高山市立中山中学校 金管五重奏 グリーンアベンチュリン 銀賞

43 高山市立中山中学校 金管七重奏 カテドラル・プレリュード 銀賞

44 高山市立北稜中学校 金管五重奏 ３つの小品より　1楽章・２楽章 銅賞

45 高山市立東山中学校 金管五重奏 スザート舞曲　㈵.モール人の踊り　㈼. ガイヤルド　㈽. ロンド　㈿. バス・ダンス 銀賞



46 飛騨市立古川中学校 金管六重奏 ドライ・ボーン 銅賞

47 飛騨市立古川中学校 金管八重奏 ピーコック・ブルー 金賞

48 飛騨市立神岡中学校 金管七重奏 ダウランド・リュート音楽集 金賞

49 下呂市立下呂中学校 金管七重奏 ガーゴイル 金賞

50 下呂市立萩原南中学校 金管五重奏 いさり火の歌 銀賞

51 下呂市立萩原南中学校 金管五重奏 Song Without Name 銅賞



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　美濃・可茂地区大会　中学の部

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 美濃加茂市立東中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 金賞 〇

2 美濃加茂市立西中学校 フルート三重奏 海のパレット 銅賞

3 関市立旭ヶ丘中学校 フルート三重奏 アルバムをめくって 銅賞

4 美濃市立美濃中学校 フルート三重奏 駅猫ダイヤリ― 金賞

5 郡上市立大和中学校 フルート三重奏 フルート・ドルチェ 銀賞

6 美濃加茂市立東中学校 クラリネット二重奏 主よ、人の望みの喜びを 銅賞

7 美濃加茂市立東中学校 クラリネット三重奏 ３つのわらべうた　 銅賞

8 美濃加茂市立西中学校 クラリネット三重奏 ３つの魔法 銀賞

9 美濃市立美濃中学校 クラリネット三重奏 ニューベリーストリート 銀賞

10 郡上市立大和中学校 クラリネット三重奏 あやつり人形　第３巻　「舞踏会」 銀賞

11 美濃加茂市立東中学校 クラリネット四重奏 バガデル 金賞 〇

12 可児市立蘇南中学校 クラリネット五重奏 フォスター・ラプソディー 銀賞

13 関市立旭ヶ丘中学校 クラリネット五重奏 讃美歌「聖ニコラス」による変奏曲 銀賞

14 美濃加茂市立東中学校 サクソフォン三重奏 フットスタンプ・ラグ 金賞

15 美濃加茂市立西中学校 サクソフォン三重奏 巨匠の４つの小品 銅賞

16 美濃市立美濃中学校 サクソフォン三重奏 ガラスの香り 金賞

17 郡上市立大和中学校 サクソフォン三重奏 アミューズメント・パーク組曲「Ⅰ．Main Street」 銀賞

18 可児市立蘇南中学校 サクソフォン四重奏 アミューズメント・パーク組曲 銀賞

19 関市立旭ヶ丘中学校 サクソフォン四重奏 タンゴ・ファンタジー 銀賞

20 可児市立西可児中学校 木管三重奏 夕暮れの教室で 銅賞

21 可児市立西可児中学校 木管三重奏 長月絵巻 金賞

22 美濃加茂市立西中学校 木管四重奏 道 銀賞

23 白川町立白川中学校 木管四重奏 地下鉄 銅賞

24 八百津町立八百津中学校 木管四重奏 トリプルあいすⅡ 銅賞

25 可児市立西可児中学校 木管四重奏 小さな楽団のためのエチュード 銅賞

26 帝京大学可児中学校 木管四重奏 アイルランド民謡による３つの前奏曲 金賞 〇

27 東白川村立東白川中学校 木管四重奏 ３つのわらべうた 銀賞

28 郡上市立白鳥中学校 木管五重奏 ３つの花 銀賞

29 可児市立蘇南中学校 木管五重奏 コッツウォルズの風景 銅賞

30 八百津町立八百津中学校 木管六重奏 なぞのたからばこ 銅賞

31 郡上市立八幡中学校 木管八重奏 ５つの宮廷舞曲 金賞

32 可児市立東可児中学校 木管八重奏 ５つの宮廷舞曲より 銅賞

33 可児市立広陵中学校 木管九重奏 騎馬の肖像 銀賞

34 可児市立蘇南中学校 ホルン三重奏 ３つのホルンのための組曲 銀賞

35 関市立下有知中学校 木金混成六重奏 復興への序曲「夢の明日に」～フレキシブル・アンサンブルのための 金賞 〇

36 関市立武芸川中学校 木金混成七重奏 マカーム・ダンス～７人のフレキシブルアンサンブルのために 金賞 〇

37 美濃市立美濃中学校 金管三重奏 ある素敵な日に 銀賞

38 関市立旭ヶ丘中学校 金管四重奏 三つの舞曲 銅賞

39 美濃市立美濃中学校 金管四重奏 時の翼 銅賞

40 美濃加茂市立東中学校 金管五重奏 ポンプアンドサーカムスタンス 銅賞

41 美濃加茂市立西中学校 金管五重奏 スザート舞曲 銅賞

42 可児市立西可児中学校 金管五重奏 いさり火の歌 銀賞

43 帝京大学可児中学校 金管五重奏 センチュリー・ローズ～不滅の花～ 銀賞

44 関市立旭ヶ丘中学校 金管五重奏 いさり火の歌 銀賞

45 郡上市立白鳥中学校 金管六重奏 ５つの宮廷舞曲 銀賞



46 郡上市立大和中学校 金管六重奏 小さな祝典音楽 銀賞

47 可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校 金管六重奏 ディスコ・キッド～フレキシブル・アンサンブルのための 銅賞

48 美濃加茂市立西中学校 金管六重奏 ガーゴイル 銅賞

49 可児市立西可児中学校 金管六重奏 無形の聖堂 銅賞

50 郡上市立大和中学校 金管六重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」 金賞

51 美濃加茂市立東中学校 金管七重奏 騎馬の肖像 銀賞

52 可児市立蘇南中学校 金管七重奏 ５つの宮廷舞曲 銀賞

53 郡上市立八幡中学校 金管八重奏 ウィーンの情景 銀賞

54 美濃加茂市立東中学校 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ 銅賞

55 可児市立東可児中学校 金管八重奏 ５つの宮廷舞曲より 銅賞

56 郡上市立郡南中学校 金管九重奏 スカイ・アドベンチャーⅡ 金賞 〇

57 可児市立広陵中学校 金管九重奏 宝島 銅賞

58 美濃市立美濃中学校 打楽器三重奏 ３ｂｉｔ　Ｆａｎｔａｓｙ 金賞

59 関市立旭ヶ丘中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 金賞

60 美濃加茂市立東中学校 打楽器四重奏 シズク　ダンシング 金賞 〇

61 美濃加茂市立西中学校 打楽器五重奏 第２組曲 金賞

62 可児市立蘇南中学校 打楽器五重奏 エオリアン・クインテット 銀賞

63 可児市立西可児中学校 打楽器六重奏 海神 金賞 〇



順番 編　　　成 学　校　名 賞 賞 朝日５ 中日５

1 打楽器五重奏 大垣市立西部中学校 B 銀賞

2 打楽器五重奏 高山市立日枝中学校 A 金賞

3 打楽器四重奏 各務原市立中央中学校 B 銀賞

4 打楽器四重奏 美濃加茂市立東中学校 B 銀賞

5 木管二重奏 下呂市立下呂中学校 C 銅賞

6 フルート三重奏 美濃加茂市立東中学校 C 銅賞

7 木管四重奏 帝京大学可児中学校 C 銅賞

8 サクソフォン四重奏 大垣市立北中学校 B 銀賞

9 サクソフォン四重奏 池田町立池田中学校 A 金賞 〇 〇

10 クラリネット四重奏 美濃加茂市立東中学校 C 銅賞

11 打楽器三重奏 大垣市立北中学校 A 金賞

12 打楽器三重奏 多治見市立小泉中学校 A 金賞

13 打楽器三重奏 下呂市立下呂中学校 A 金賞

14 フルート四重奏 池田町立池田中学校 A 金賞

15 金管五重奏 多治見市立小泉中学校 B 銀賞

16 金管五重奏 土岐市立泉中学校 C 銅賞

17 クラリネット五重奏 池田町立池田中学校 A 金賞

18 木管六重奏 多治見市立多治見中学校 A 金賞 〇 〇

19 金管八重奏 大垣市立西部中学校 A 金賞

20 木管八重奏 大垣市立西部中学校 A 金賞 〇 〇

21 打楽器八重奏 大垣市立東中学校 A 金賞 〇 〇

22 打楽器六重奏 各務原市立桜丘中学校 A 金賞

23 打楽器六重奏 可児市立西可児中学校 B 銀賞

24 クラリネット三重奏 各務原市立蘇原中学校 B 銀賞

25 フルート三重奏 飛騨市立古川中学校 C 銅賞

26 混成六重奏 関市立下有知中学校 C 銅賞

27 金管六重奏 各務原市立那加中学校 A 金賞

28 金管六重奏 各務原市立鵜沼中学校 A 金賞 〇 〇

29 金管六重奏 多治見市立北陵中学校 C 銅賞

30 クラリネット六重奏 飛騨市立古川中学校 A 金賞

31 打楽器四重奏 飛騨市立古川中学校 B 銀賞

32 打楽器三重奏 各務原市立那加中学校 C 銅賞

33 打楽器三重奏 各務原市立鵜沼中学校 A 金賞

34 混成七重奏 各務原市立稲羽中学校 C 銅賞

35 混成七重奏 関市立武芸川中学校 B 銀賞

36 木管七重奏 各務原市立蘇原中学校 B 銀賞

37 木管八重奏 各務原市立那加中学校 B 銀賞

38 金管九重奏 郡上市立郡南中学校 B 銀賞

39 木管十重奏 各務原市立桜丘中学校 B 銀賞

40 木管十重奏 各務原市立鵜沼中学校 A 金賞

第５４回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜県大会　中学校の部
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1 岐阜県立岐山高等学校 打楽器 六重奏 海神 銀賞

2 岐阜県立本巣松陽高等学校 打楽器 三重奏 エオリアントリオ 銅賞

3 岐阜県立各務原西高校 金管 五重奏 コッツウォルズの風景 銀賞

4 岐阜県立岐阜城北高等学校 打楽器 二重奏 シンクロナイズド 銀賞

5 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 サクソフォン 五重奏 ソナチネ 銀賞

6 岐阜県立長良高等学校 金管 五重奏 サクリ・コンチェントゥス 銅賞

7 岐阜県立岐阜北高等学校 クラリネット 四重奏 クローバー・ファンタジー 金賞

8 岐阜県立加納高校 フルート 三重奏 フルート三重奏のためのファンタジア 金賞 ○

9 岐阜県立各務原高校 木管 八重奏 哀歌～「佐渡情話の物語によるバラード 金賞 ○

10 岐阜県立羽島北高等学校 木管 三重奏 ある素敵な日に～３人のフレキシブルアンサンブルのために 銀賞

11 岐阜県立岐山高等学校 金管 八重奏 金管八重奏のための文明開化の鐘 銅賞

12 鶯谷高等学校 金管 三重奏 春のロンド 銅賞

13 岐阜県立岐阜高等学校 クラリネット 七重奏 うるわしき夢 金賞 ○

14 岐阜聖徳学園高等学校 サクソフォン 五重奏 ファントムダンス 金賞

15 岐阜県立長良高等学校 金管 八重奏 ピアノとフォルテのソナタ 銀賞

16 岐阜県立岐阜工業高等学校 金管 五重奏 波を超えてはるかに 銅賞

17 岐阜県立各務原西高校 金管 八重奏 マンモス･ケーブの軌跡 金賞 ○

18 岐阜県立岐山高等学校 サクソフォン 四重奏 アンダンテとスケルツォ 銀賞

19 岐阜県立岐南工業高等学校 木管 八重奏 リュミエールエテルネル 銀賞

20 岐阜県立岐阜高等学校 フルート 四重奏 笛吹きの休日 金賞

21 岐阜県立羽島高等学校 木管 八重奏 ブエノスアイレスの春 銀賞

22 岐阜東高等学校 木管 八重奏 ルーマニア民族舞曲 銅賞

23 岐阜県立岐阜北高等学校 金管 八重奏 華円舞 金賞

24 岐阜県立羽島北高等学校 金管 八重奏 ピアノとフォルテのソナタ 銀賞

25 岐阜県立岐阜商業高等学校 サクソフォン 三重奏 アミューズメント・パーク組曲 金賞

26 岐阜県立本巣松陽高等学校 金管 八重奏 第七旋法によるカンツォン第2番 銅賞

27 岐阜聖徳学園高等学校 金管 七重奏 ボン・ボヤージュ！ 銀賞

28 岐阜県立加納高校 木管 三重奏 紅影～木管群のために 金賞

29 岐阜県立各務原西高校 フルート 七重奏 コーリ･スペッツァーティ･コン･ヴァリアツィオーニ 金賞

30 岐阜県立長良高等学校 打楽器 六重奏 キャッチング・シャドウ 金賞 ○

31 岐阜県立岐阜高等学校 金管 八重奏 ウィーンの情景 銀賞

32 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 金管 八重奏 パヴァーヌ　アンド　ダンス 銅賞

33 鶯谷高等学校 木管 五重奏 リリックピース1番 銅賞

34 岐阜県立岐阜城北高等学校 木管 三重奏 ある素敵な日に～3人のフレキシブルアンサンブルのために 銀賞

35 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 クラリネット 八重奏 リクディム 金賞

36 岐阜県立岐阜北高等学校 木管 五重奏 コッツウォルズの風景 銀賞

37 岐阜県立岐南工業高等学校 金管 八重奏 クロス・セクション・ビュー・イン・リズム 銀賞

38 岐阜県立加納高校 金管 八重奏 第７旋法によるカンツォン第2番 銀賞

39 岐阜県立岐山高等学校 フルート 四重奏 アルカディ 銀賞

40 岐阜県立本巣松陽高等学校 クラリネット 五重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 銅賞

41 岐阜東高等学校 金管 六重奏 ルネサンス・フランドル舞曲集 銅賞

42 岐阜県立岐阜工業高等学校 金管 八重奏 ラファーガ 銅賞

43 岐阜県立羽島北高等学校 サクソフォン 三重奏 花の香る季節に～３つの木管楽器のために 金賞 ○

44 岐阜県立岐阜高等学校 打楽器 三重奏 ラプソディーⅢ-凛 銀賞

45 岐阜県立岐阜北高等学校 サクソフォン 四重奏 四重奏曲 金賞 ○

46 岐阜県立長良高等学校 クラリネット 八重奏 コラールと舞曲 金賞

47 岐阜聖徳学園高等学校 打楽器 四重奏 獅子神楽～4人の打楽器奏者のために～ 金賞

48 岐阜県立各務原西高校 金管 八重奏 選ばれた場所 銀賞

49 岐阜県立加納高校 金管 八重奏 クロス・セクション・ビュー 金賞

50 岐阜県立羽島高等学校 打楽器 七重奏 ヴォルケーノ・タワー：７人の打楽器奏者のための 金賞

51 岐阜県立岐山高等学校 木管 八重奏 風の戯れⅡ 銅賞

52 岐阜県立岐阜北高等学校 打楽器 五重奏 おもちゃ箱のファンタジー 銀賞

53 岐阜県立羽島北高等学校 木管 八重奏 気まぐれで感傷的なコケット 金賞 ○

54 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 フルート 三重奏 雅 銀賞

55 岐阜県立岐阜高等学校 オーボエ 三重奏 トリオ ソナタ より 銅賞

56 岐阜県立各務原西高校 打楽器 六重奏 イントロダクション　アンド　ダンス　No.1 金賞

57 岐阜県立岐阜商業高等学校 クラリネット 六重奏 長太の唄に綴る四季~クラリネット六重奏のための 金賞 ○

58 岐阜県立長良高等学校 サクソフォン 四重奏 サクソフォーン四重奏曲 第1番 金賞

59 岐阜県立岐阜工業高等学校 木管 八重奏 てぃーちてぃーる　~沖縄民謡による～ 銀賞

60 岐阜県立各務原高校 金管 八重奏 「動物の謝肉祭」より 金賞

61 岐阜県立本巣松陽高等学校 木管 三重奏 ピッコロ、フルートとオーボエのためのファンタジア 銅賞

第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　岐阜地区大会　高等学校の部

編成
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62 岐阜県立加納高校 クラリネット 八重奏 ラ・セーヌークラリネット８重奏のためのー 金賞

63 富田高等学校 混成 七重奏 マカーム・ダンス～7人のフレキシブルアンサンブルのために 銀賞

64 岐阜県立各務原高校 金管 四重奏 ノクチルカ　光を宿す暗闇の欠片 銅賞

65 岐阜県立岐阜各務野高等学校 サクソフォン 四重奏 プルミエール　クワチュール 銅賞

66 岐阜県立岐阜城北高等学校 木管 八重奏 ２つのバガテル 銅賞

67 岐阜県立岐阜北高等学校 フルート 三重奏 シリンクスの主題による幻想曲 金賞

68 岐阜県立岐山高等学校 金管 五重奏 いさり火の歌 銅賞

69 岐阜県立岐阜商業高等学校 フルート 四重奏 四重奏曲 金賞 ○

70 岐阜県立長良高等学校 木管 三重奏 イディール 銀賞

71 鶯谷高等学校 木管 三重奏 緋色の輪舞 銅賞

72 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 打楽器 四重奏 エスケープ　ヴェロシティ 金賞 ○

73 岐阜県立岐阜高等学校 サクソフォン 六重奏 ねがい 金賞 ○

74 岐阜県立加納高校 サクソフォン 四重奏 キャフェ・サンジェルマン 金賞

75 岐阜聖徳学園高等学校 クラリネット 五重奏 フォスター・ラプソディー 金賞

76 岐阜県立本巣松陽高等学校 金管 四重奏 三つの舞曲 銅賞

77 岐阜県立各務原西高校 クラリネット 七重奏 序奏とロンド 金賞 ○

78 岐阜県立岐阜工業高等学校 打楽器 四重奏 スピリチュアル 金賞

79 岐阜県立羽島北高等学校 打楽器 八重奏 打楽重奏のための『今昔童歌集』より「籠目籠目」 金賞 ○

80 岐阜県立羽島高等学校 金管 五重奏 グリーンアベンチュリン 銀賞

81 岐阜県立長良高等学校 フルート 三重奏 碧い月の神話 金賞

82 岐阜県立各務原高校 打楽器 三重奏 フレイム・オブ・ゲヘナ　ソロマリンバと2人の打楽器奏者のための 銀賞

83 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 木管 四重奏 フォー　アンティーク　ダンシィズ 銅賞

84 岐阜県立岐阜北高等学校 サクソフォン 四重奏 演奏会用アレグロ 金賞

85 岐阜県立岐阜高等学校 金管 八重奏 クロス・セクション・ビュー 金賞 ○

86 岐阜県立岐山高等学校 クラリネット 七重奏 嵐影～七人のクラリネット奏者のために 金賞

87 岐阜県立岐南工業高等学校 金管 五重奏 三つの舞曲 銀賞

88 岐阜県立加納高校 打楽器 八重奏 鳥伽藍／鳳凰 金賞

89 岐阜東高等学校 打楽器 三重奏 ケルベロス・ドラムス 銀賞

90 岐阜県立岐阜城北高等学校 金管 七重奏 ソナタ 銅賞

91 岐阜聖徳学園高等学校 フルート 三重奏 月明りの照らす三つの風景 銀賞

92 岐阜県立各務原西高校 弦バス 二重奏 コントラバスのための教則本より　フィナーレ 銀賞

93 岐阜県立本巣松陽高等学校 サクソフォン 四重奏 リベルタンゴ 銀賞
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第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　西濃地区大会　高等学校の部

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 岐阜県立大垣西高等学校 打楽器二重奏 二人の打楽器奏者のための小品　1番 銅賞

2 岐阜県立大垣養老高等学校 打楽器三重奏 ヴァルハラ 銀賞

3 岐阜県立大垣北高等学校 打楽器八重奏 ヨハネ黙示録の天使たち 金賞 〇

4 大垣日本大学高等学校 フルート三重奏 トリプルアイス 銀賞

5 岐阜県立大垣西高等学校 フルート三重奏 花言葉 銅賞

6 岐阜県立大垣北高等学校 フルート五重奏 5本のフルートのための協奏曲ニ長調作品１５第３番 金賞 〇

7 岐阜県立大垣西高等学校 クラリネット二重奏 夢やぶれて　ミュージカル「レ・ミゼラブル」 銅賞

8 岐阜県立大垣西高等学校 サクソフォン三重奏 大地と海の境界線 銅賞

9 岐阜県立大垣北高等学校 サクソフォン五重奏 ブリリアント　ダンス 金賞 〇

10 岐阜県立大垣北高等学校 サクソフォン五重奏 マネージ　ドゥ　ファンテージ 金賞 〇

11 大垣日本大学高等学校 サクソフォン六重奏 サクソフォン・シャンソネットⅡミュゼット 金賞 〇

12 岐阜県立池田高等学校 木管三重奏 月は優しく愛を照らす 銅賞

13 岐阜県立大垣商業高等学校 木管三重奏 田園風コンセール 金賞 〇

14 大垣日本大学高等学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 銀賞

15 岐阜県立大垣商業高等学校 木管五重奏 パルス 金賞

16 岐阜県立大垣養老高等学校 木管六重奏 ダンス 銀賞

17 岐阜県立海津明誠高等学校 木管六重奏 小さな楽団のためのエチュード 銅賞

18 岐阜県立大垣北高等学校 木管八重奏 レインダンス 銀賞

19 岐阜県立不破高等学校 木管八重奏 マイ・ホームタウン 銅賞

20 岐阜県立大垣商業高等学校 木管八重奏 比翼の鳥 金賞

21 岐阜県立大垣北高等学校 木管八重奏 ノヴェレッテ 金賞

22 岐阜県立大垣南高等学校 混成五重奏 Let Me Be Frank with You 銀賞

23 岐阜県立大垣養老高等学校 混成五重奏 東北地方の民謡によるコラージュ 銀賞

24 岐阜県立大垣工業高等学校 管打六重奏 「動物の謝肉祭」より　12.化石　14.終曲 銀賞

25 岐阜県立池田高等学校 管打七重奏 マカーム・ダンス 銀賞

26 岐阜県立海津明誠高等学校 金管三重奏 巨匠4つの小品 銅賞

27 大垣日本大学高等学校 金管四重奏 閃光のアレグロ 銅賞

28 岐阜県立大垣北高等学校 金管四重奏 時の翼 銀賞

29 岐阜県立海津明誠高等学校 金管四重奏 Cobalt Blue ～未来の空～ 銅賞

30 岐阜県立不破高等学校 金管五重奏 コッツウォルズの風景 銀賞

31 岐阜県立大垣北高等学校 金管五重奏 いさり火の歌 銀賞

32 岐阜県立大垣商業高等学校 金管六重奏 組曲「しろとくろのあいだ」 金賞

33 岐阜県立大垣西高等学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 銅賞

34 岐阜県立池田高等学校 金管七重奏 道化のカプリス 銀賞

35 大垣日本大学高等学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 銀賞

36 岐阜県立大垣北高等学校 金管八重奏 イントラーダ～金管八重奏のための～ 銀賞

37 岐阜県立大垣北高等学校 金管八重奏 水の宮殿 金賞

38 岐阜県立大垣養老高等学校 金管八重奏 イントラーダ　～金管八重奏のための～ 金賞

39 岐阜県立大垣商業高等学校 金管八重奏 クロス・セクション・ビュー・イン・リズム 金賞 〇



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　東濃地区大会　高等学校の部

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 岐阜県立瑞浪高等学校 フルート三重奏 はなやぎ 銀賞

2 岐阜県立中津商業高等学校 フルート三重奏 ロンドン・トリオ 第1番 銅賞

3 岐阜県立多治見北高等学校 フルート五重奏 フルート５重奏　小ソナタ作品８０ 金賞 代表

4 岐阜県立中津高等学校 クラリネット四重奏 あさきゆめみし（浅き夢見じ） 銅賞

5 岐阜県立中津商業高等学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ 金賞 代表

6 岐阜県立多治見北高等学校 クラリネット六重奏 クラリネット・ダンス 金賞 代表

7 岐阜県立中津商業高等学校 サクソフォン五重奏 ファントム・ダンス 銅賞

8 岐阜県立多治見北高等学校 サクソフォン七重奏 ７本のサクソフォンのための「七彩の庭」 金賞

9 岐阜県立中津高等学校 サクソフォン八重奏 ブエノスアイレスの春 銀賞

10 麗澤瑞浪高等学校 木管三重奏 月は優しく愛を照らす 銀賞

11 岐阜県立多治見高等学校 木管五重奏 アルタミラ 銀賞

12 岐阜県立中津商業高等学校 木管五重奏 ディヴェルティメント 変ロ長調 銅賞

13 中京高等学校 木管五重奏 讃美歌「聖ニコラス」による変奏曲 銅賞

14 岐阜県立多治見高等学校 木管五重奏 パルス 銀賞

15 岐阜県立恵那南高等学校 木管七重奏 展覧会の絵 銅賞

16 岐阜県立土岐商業高等学校 木管八重奏 主題と変奏「第12旋法によるメタモルフォーゼ」より　主題、第10，11，12変奏 金賞

17 岐阜県立多治見北高等学校 ホルン二重奏 12の二重奏曲 金賞 代表

18 岐阜県立中津商業高等学校 バリ・テューバ四重奏 エスメラルダ 銀賞

19 岐阜県立瑞浪高等学校 金管四重奏 時の翼 銅賞

20 岐阜県立多治見北高等学校 金管六重奏 ガーゴイル 金賞

21 岐阜県立土岐商業高等学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管６重奏のために 金賞 代表

22 岐阜県立中津高等学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 銅賞

23 岐阜県立多治見北高等学校 金管八重奏 シアター・ミュージック・パート１ 銀賞

24 岐阜県立多治見高等学校 金管八重奏 ガーゴイル 銀賞

25 岐阜県立中津高等学校 金管八重奏 アトリオン音楽ホールのためのファンファーレ 銅賞

26 麗澤瑞浪高等学校 混成六重奏 さくらのうた～フレキシブル・アンサンブルのための 銀賞

27 中京高等学校 打楽器三重奏 パルス 銀賞

28 岐阜県立多治見高等学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 金賞

29 岐阜県立土岐商業高等学校 打楽器四重奏 花回廊／風龍 金賞 代表

30 岐阜県立多治見北高等学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 金賞

31 岐阜県立中津商業高等学校 打楽器七重奏 ヴォルケーノ・タワー ～7人の打楽器奏者のための 銀賞



1/1

順番 学校名 曲名 賞 編成

1 飛騨高山高等学校 打楽器 二重奏 風轟 銅賞

2 益田清風高等学校 打楽器 四重奏 花回廊　風龍 銀賞

3 吉城高等学校 打楽器 四重奏 バジリスクの涙 銀賞

4 高山西高等学校 打楽器 五重奏 佐保姫幻想 金賞 ○

5 吉城高等学校 金管 七重奏 カテドラル　プレリュード 銀賞

6 飛騨高山高等学校 金管 三重奏 春のロンド 銅賞

7 斐太高等学校 金管 八重奏 天狗舞 金賞

8 益田清風高等学校 金管 六重奏 夏の丘の街 銀賞

9 高山西高等学校 金管 八重奏 クロス・セクション・ビュー 金賞 ○

10 斐太高等学校 フルート 二重奏 ソナタ 銀賞

11 吉城高等学校 木管 七重奏 ラバー・ダック・レース 銀賞

12 高山西高等学校 サクソフォン 四重奏 紅影〜４人のサクソフォーン奏者のために〜 金賞 ○

13 高山西高等学校 クラリネット 四重奏 フラグメンツ 金賞 ○

14 飛騨高山高等学校 サクソフォン 三重奏 のっぴきならない虹へ 銅賞

15 高山西高等学校 フルート 四重奏 フルート四重奏のための三章 金賞

16 斐太高等学校 クラリネット 五重奏 十二色相環～衝突、拡散、交錯する5人のクラリネット奏者のための～ 金賞 ○

17 飛騨神岡高等学校 混成 四重奏 森のカルテット 銅賞

18 斐太高等学校 サクソフォン 六重奏 ガラスの香り 銀賞

19 益田清風高等学校 サクソフォン 三重奏 アミューズメントパーク・パーク組曲 銅賞

20 益田清風高等学校 フルート 四重奏 コロラトゥーラ 銀賞

21 益田清風高等学校 クラリネット 四重奏 バガテル 銅賞

第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　飛騨地区大会　高等学校の部

編成



第５４回　岐阜県アンサンブルコンテスト　美濃・可茂地区大会　高等学校の部

順番 学　校　名 編　　　成 曲　　　　目 賞 代表

1 岐阜県立東濃実業高等学校 ホルン三重奏 ３本のヴァルトホルンのための「６つの三重奏曲」より 金賞

2 岐阜県立東濃実業高等学校 バリ・テューバ五重奏 ザ・タイムズ 金賞

3 岐阜県立郡上高等学校 金管三重奏 春のロンド 銅賞

4 岐阜県立武義高等学校 金管三重奏 蕾 銅賞

5 岐阜県立加茂高等学校 金管四重奏 コバルト　ブルー　～未来の空～ 銅賞

6 岐阜県立郡上高等学校 金管五重奏 波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 銅賞

7 岐阜県立関高等学校 金管五重奏 名もなき詩 銀賞

8 岐阜県立可児高等学校 金管五重奏 いさり火の歌（金管五重奏：Tp/Hr/Tb/Eu/Tu） 銀賞

9 岐阜県立関高等学校 金管六重奏 グラファイト 銀賞

10 帝京大学可児高等学校 金管七重奏 ガーゴイル 金賞

11 岐阜県立加茂高等学校 金管七重奏 カテドラル　プレリュード 金賞 〇

12 岐阜県立東濃実業高等学校 金管八重奏 第７旋法による８声のカンツォン　第１番 金賞 〇

13 岐阜県立郡上北高等学校 金管八重奏 ダンスリー 銀賞

14 岐阜県立関高等学校 金管八重奏 水の宮殿 銀賞

15 岐阜県立可児高等学校 金管八重奏 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 銀賞

16 関市立関商工高等学校 金管八重奏 文明開化の鐘 銅賞

17 岐阜県立可児高等学校 打楽器三重奏 ワトルズ・ダンス 金賞

18 帝京大学可児高等学校中学校 打楽器四重奏 花回廊/風龍 金賞 〇

19 岐阜県立郡上高等学校 打楽器四重奏 彩雲 金賞 〇

20 岐阜県立加茂高等学校 打楽器四重奏 獅子神楽　～4人の打楽器奏者のために～ 金賞

21 岐阜県立東濃実業高等学校 打楽器五重奏 水面に射す紅き影の波紋 銀賞

22 岐阜県立関高等学校 打楽器五重奏 プレイ・タグ 銀賞

23 関市立関商工高等学校 打楽器五重奏 雪灯籠／白虎 銀賞

24 岐阜県立武義高等学校 管打八重奏 ジークフリート 銅賞

25 岐阜県立加茂高等学校 管弦六重奏 マイ・ホームタウン 金賞

26 関市立関商工高等学校 管楽四重奏 シェルタリング・スカイ 銅賞

27 岐阜県立東濃実業高等学校 フルート三重奏 碧い月の神話 銀賞

28 岐阜県立関高等学校 フルート三重奏 碧い月の神話 銀賞

29 関市立関商工高等学校 クラリネット三重奏 紅影～３人のクラリネット奏者のために 銀賞

30 岐阜県立東濃実業高等学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ 金賞 〇

31 岐阜県立関高等学校 クラリネット八重奏 絵のない絵本　第十二夜 金賞

32 岐阜県立関高等学校 サクソフォン三重奏 ヴィヴィッド・ピンク・トリオ 銀賞

33 岐阜県立東濃実業高等学校 サクソフォン四重奏 アリオンの琴歌 金賞 〇

34 岐阜県立関高等学校 サクソフォン四重奏 千夜の夢より 金賞

35 関市立関商工高等学校 サクソフォン四重奏 カルメン幻想曲 銀賞

36 岐阜県立加茂高等学校 木管三重奏 ある素敵な日に 銀賞

37 岐阜県立郡上北高等学校 木管四重奏 ある素敵な日に～４人のフレキシブルアンサンブルのために 銀賞

38 岐阜県立関高等学校 木管五重奏 七つの惑星、そうして目に見えないもの「星の王子様」のエピソードによる組曲 銅賞

39 岐阜県立加茂高等学校 木管五重奏 コッツウォルズの風景 銀賞

40 岐阜県立加茂農林高等学校 木管六重奏 マイ・ホームタウン 銅賞

41 帝京大学可児高等学校 木管七重奏 歌劇「イーゴリ公」より だったん人の踊り 金賞 〇

42 岐阜県立郡上高等学校 木管七重奏 ダンス 金賞

43 岐阜県立武義高等学校 木管七重奏 ジークフリート 銀賞

44 岐阜県立可児高等学校 木管七重奏 風変わりな美女 銀賞

45 岐阜県立可児高等学校 木管七重奏 オルケゾグラフィ舞踏曲集 金賞



順番 編　　　成 学　校　名 賞 賞 朝日５ 中日７

1 打楽器五重奏 飛騨学園高山西高等学校 A 金賞 〇

2 打楽器四重奏 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 A 金賞 〇

3 打楽器四重奏 帝京大学可児高等学校中学校 B 銀賞

4 ホルン二重奏 岐阜県立多治見北高等学校 B 銀賞

5 フルート三重奏 岐阜県立加納高等学校 A 金賞

6 サクソフォン四重奏 飛騨学園高山西高等学校 A 金賞 〇 〇

7 サクソフォン四重奏 岐阜県立東濃実業高等学校 C 銅賞

8 サクソフォン四重奏 岐阜県立岐阜北高等学校 A 金賞 〇 〇

9 クラリネット四重奏 飛騨学園高山西高等学校 A 金賞

10 フルート四重奏 岐阜県立岐阜商業高等学校 C 銅賞

11 クラリネット五重奏 岐阜県立斐太高等学校 A 金賞 〇

12 クラリネット五重奏 岐阜県立中津商業高等学校 C 銅賞

13 クラリネット五重奏 岐阜県立東濃実業高等学校 C 銅賞

14 フルート五重奏 岐阜県立多治見北高等学校 A 金賞 〇

15 サクソフォン六重奏 大垣日本大学高等学校 C 銅賞

16 クラリネット六重奏 岐阜県立多治見北高等学校 C 銅賞

17 クラリネット六重奏 岐阜県立岐阜商業高等学校 A 金賞

18 木管七重奏 帝京大学可児高等学校 C 銅賞

19 金管八重奏 飛騨学園高山西高等学校 A 金賞

20 金管八重奏 岐阜県立東濃実業高等学校 C 銅賞

21 打楽器八重奏 岐阜県立羽島北高等学校 A 金賞 〇 〇

22 打楽器八重奏 岐阜県立大垣北高等学校 B 銀賞

23 打楽器六重奏 岐阜県立長良高等学校 A 金賞

24 木管三重奏 岐阜県立大垣商業高等学校 A 金賞

25 サクソフォン三重奏 岐阜県立羽島北高等学校 C 銅賞

26 サクソフォン五重奏 岐阜県立大垣北高等学校 B 銀賞

27 サクソフォン五重奏 岐阜県立大垣北高等学校 B 銀賞

28 フルート五重奏 岐阜県立大垣北高等学校 C 銅賞

29 金管六重奏 岐阜県立土岐商業高等学校 C 銅賞

30 サクソフォン六重奏 岐阜県立岐阜高等学校 B 銀賞

31 打楽器四重奏 岐阜県立郡上高等学校 C 銅賞

32 打楽器四重奏 岐阜県立土岐商業高等学校 B 銀賞

33 金管七重奏 岐阜県立加茂高等学校 B 銀賞

34 クラリネット七重奏 岐阜県立岐阜高等学校 B 銀賞

35 クラリネット七重奏 岐阜県立各務原西高等学校 B 銀賞

36 金管八重奏 岐阜県立大垣商業高等学校 A 金賞

37 金管八重奏 岐阜県立岐阜高等学校 B 銀賞

38 金管八重奏 岐阜県立各務原西高等学校 B 銀賞

39 木管八重奏 岐阜県立各務原高等学校 A 金賞

40 木管八重奏 岐阜県立羽島北高等学校 A 金賞 〇 〇

第５４回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜県大会　高等学校の部



順番 編　　　成 学　校　名 賞 賞 朝日２ 中日※

1 打楽器五重奏 岐阜聖徳学園大学 C 銅賞

2 打楽器三重奏 朝日大学吹奏楽部 A 金賞 〇

3 サクソフォン四重奏 中部学院大学 A 金賞

4 サクソフォン四重奏 朝日大学吹奏楽部 A 金賞 〇 〇

5 バリ・テューバ四重奏 朝日大学吹奏楽部 B 銀賞

6 混成五重奏 岐阜聖徳学園大学　 B 銀賞

7 トランペット五重奏 朝日大学吹奏楽部 B 銀賞

8 木管八重奏 朝日大学吹奏楽部 B 銀賞

第５４回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜県大会　大学の部



順番 編　　　成 学　校　名 賞 賞 朝日４ 中日※

1 打楽器六重奏 岐阜ブラスオルケスター A 金賞 〇

2 サクソフォン二重奏 岐阜ジュニア吹奏楽団 C 銅賞

3 木管三重奏 ウインドアンサンブル岐阜 A 金賞 〇

4 クラリネット三重奏 岐阜ジュニア吹奏楽団 A 金賞 〇

5 管打六重奏 楽楽嬉音楽隊・岐阜 A 金賞 〇

6 金管八重奏 楽楽嬉音楽隊・岐阜 B 銀賞

第５４回岐阜県アンサンブルコンテスト岐阜県大会　職場一般の部



第38回 個人・重奏コンテスト（個人の部）岐阜県大会　結果 2022/3/2

No. 学校名 編成 出場者名 曲名 賞状 代表
中1 大垣市立　赤坂中学校 アルトサクソフォン 神徳　優奏 アンダンテとアレグロ 銀賞
中2 多治見市立　小泉中学校 打楽器 野呂　心南 デゥアリテ 金賞 ◎
中3 高山市立　丹生川中学校 トランペット 中畑　恵未里 「輝く雪」の歌による変奏曲 銀賞
中4 関市立　武芸川中学校 B♭クラリネット 藤本　彩衣菜 椿姫のファンタジー 金賞 ◎
中5 各務原市立　那加中学校 アルトサクソフォン 都竹　美結 日本民謡による狂詩曲 銀賞
中6 各務原市立　桜丘中学校 フルート 藤井　優里 フルート・ソナタ 金賞 ◎
中7 大垣市立　北中学校 ホルン 清水　彩里 ノクターン 銀賞
中8 多治見市立　多治見中学校 ユーフォニアム 髙木　音光色 ３つの孤独な歌 銀賞
中9 各務原市立　川島中学校 トランペット 尾関　早紀 ファンタジー・ブリランテ 金賞 ◎
中10 各務原市立　桜丘中学校 ホルン 藤澤　結愛 ロマンス ヘ長調 銀賞
中11 土岐市立　泉中学校 トランペット 小島　希紗良 Aria Con Variazioni 銅賞
中12 池田町立　池田中学校 B♭クラリネット 松浦　来実 クラリネットのための３２の練習曲より　No.2 銀賞
中13 多治見市立　多治見中学校 バリトンサクソフォン 長谷川　大和 無伴奏チェロ組曲第１番　Ⅰ 金賞
中14 池田町立　池田中学校 B♭クラリネット 森　菜々子 ウェーバーのオマージュ 金賞 ◎
中15 高山市立　丹生川中学校 フルート 垣内　佑月 シリンクス 金賞 ◎
中16 高山市立　日枝中学校 打楽器 田中　里空 Asventuras for solo snare drum 金賞 ◎
中17 岐阜東中学校 トロンボーン 岩間　大地 トロンボーンのための幻想曲 金賞 ◎
中18 池田町立　池田中学校 フルート 棚橋　夢衣 子守歌 金賞
中19 各務原市立　鵜沼中学校 トロンボーン 岩田　穂乃花 ANDANTE AND MARCH 銀賞
中20 各務原市立　蘇原中学校 B♭クラリネット 沖原　充季 FIVE BAGATELLES 銅賞
中21 各務原市立　鵜沼中学校 バスクラリネット 長縄　天乃 BALLADE 銀賞
中22 池田町立　池田中学校 トランペット 山本　侑楓 間奏曲 金賞 ◎
中23 関市立　武芸川中学校 マリンバ 廣田　望笑 中国の太鼓 金賞 ◎
中24 多治見市立　北陵中学校 トランペット 加知　優花 オリエンタル 銅賞
中25 多治見市立　多治見中学校 アルトサクソフォン 金子　彩桜 プロヴァンスの風景より 金賞
中26 飛騨市立　古川中学校 テューバ 鈴木　一朗 ソナタ第１番ヘ長調 銀賞
中27 大垣市立　北中学校 トロンボーン 杉原　汐保 「カラーズ」より 銅賞
中28 多治見市立　小泉中学校 ユーフォニアム 長谷部　夏望 あの群青に、さよならを 銅賞
中29 高山市立　日枝中学校 フルート 内木　佑香 「ヴェニスの謝肉祭」変奏曲 銀賞
中30 各務原市立　那加中学校 オーボエ 石垣　佐奈 ４つの小品より無言歌 金賞 ◎
中31 高山市立　中山中学校 コントラバス 田中　姫菜 ソナタハ長調　第１楽章 銀賞
中32 池田町立　池田中学校 アルトサクソフォン 伊藤　万葉 FANTAISIE BRILLANTE 銀賞
中33 多治見市立　北陵中学校 トロンボーン 市原　侑奈 エレジー 銅賞
中34 多治見市立　多治見中学校 打楽器 久村　絢香 Dualités 銀賞
中35 岐阜ジュニア吹奏楽団 B♭クラリネット 山内　咲愛 夏雲の唄 金賞 ◎
中36 各務原市立　桜丘中学校 アルトサクソフォン 南﨑　善 アンダンテとアレグロ 銅賞
小1 岐阜ジュニア吹奏楽団 打楽器 小木曽　隆之 小太鼓組曲より 金賞
高1 高山西高等学校 ユーフォニアム 大庭　彩華 Three Lonely songs 金賞 ◎
高2 岐阜県立　大垣北高等学校 B♭クラリネット 竹中　実優 グランド・デュオ・コンチェルタント 金賞 ◎
高3 岐阜県立　多治見北高等学校 ホルン 水野　加奈子 ホルン協奏曲 金賞 ◎
高4 岐阜県立　多治見北高等学校 マリンバ 吉永　小葵 雨蛙 銀賞
高5 岐阜県立　岐阜高等学校 コントラバス 間　孔志郎 ソナタ　ト短調より 金賞 ◎
高6 岐阜県立　岐阜商業高等学校 トロンボーン 髙木　虹芽 トロンボーンソナタ　「天使ガブリエルの嘆き」 金賞 ◎
高7 岐阜県立　斐太高等学校 アルトサクソフォン 二村　祐衣 無伴奏チェロ組曲より 銀賞
高8 岐阜県立　大垣北高等学校 B♭クラリネット 𠮷𠮷田　明香里 イタリア幻想曲 銀賞
高9 岐阜聖徳学園高等学校 アルトサクソフォン 片岡　萌 サクソフォン・ソナタ Op.19 金賞 ◎
高10 岐阜県立　池田高等学校 フルート 石原　友惠 ファンタジー 銅賞
高11 岐阜県立　加茂高等学校 トロンボーン 安藤　暖華 ニケ -勝利の女神- 銅賞
高12 岐阜県立　多治見北高等学校 フルート 児山　結衣 カルメン幻想曲 銀賞
高13 岐阜県立　加茂高等学校 トランペット 大石　姫奈 華麗なる幻想曲 銅賞
高14 岐阜県立　各務原西高等学校 テューバ 鶴田　涼月 Suite for Unaccompanied Tuba 金賞 ◎
高15 岐阜県立　斐太高等学校 トランペット 谷口　萌愛 ヴェニスの謝肉祭 銀賞
高16 岐阜県立　岐阜北高等学校 アルトサクソフォン 小島　亮太朗 プレリュードとサルタレド 金賞
高17 岐阜県立　中津商業高等学校 ユーフォニアム 牧野　志麻 パントマイム 金賞 ◎
高18 岐阜県立　飛騨高山高等学校 B♭クラリネット 松本　紗弥 序曲とロンド 銀賞
高19 岐阜県立　池田高等学校 アルトサクソフォン 山村　妃咲 プレリュードとサルタレロ 銅賞
高20 岐阜県立　大垣南高等学校 オーボエ 藏園　珂斐 熊蜂の飛行 銀賞
高21 岐阜県立　岐阜商業高等学校 トランペット 井藤　優実 演奏会用小品 金賞 ◎
高22 岐阜県立　岐阜総合学園高等学校 フルート 吉元　慧 ヴェネツィアの謝肉祭 銅賞
高23 岐阜県立　斐太高等学校 ホルン 丸山　実希 ホルン協奏曲第１番変ホ長調作品１１ 銀賞
高24 岐阜聖徳学園高等学校 打楽器 古澤　玲奈 デュアリテ 金賞 ◎

岐阜県吹奏楽連盟


