
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


