
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


