
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


