
第５３回全日本吹奏楽コンクール徳島県大会 第一日目 結果一覧
出場部門 順番 団 体 名 作 曲 者 名 自 由 曲 ・ 演 奏 曲 指 揮 者 結 果課題

高等学校Ｂ 県立徳島商業高等学校 スウェアリンジェン 吹奏楽のための序曲「センチュリア」 細井 直子 優秀1

高等学校Ｂ 県立鳴門第一高等学校 エルガー 行進曲「威風堂々」第４番より 坂本 政人 優秀2

高等学校Ｂ 3 県立城西高等学校 稲垣 達也ストレイホーン／ミラー／プリマ Ａ列車で行こう／ムーンライトセレナーデ／シング シング シング 最優秀・県代表・アイデア
高等学校Ｂ 県立小松島高等学校 デバルト 交響組曲「パイレーツ オブ ザ カリビアン」 福崎 由美 優秀4

高等学校Ｂ 県立新野高等学校 シフリン ミッション インポッシブル 林 八千代 優秀5

高等学校Ｂ 県立小松島西高等学校 ライニキー ここに鷲は舞い上がる 今 美樹 優秀6

中学校Ａ 1 那賀川町 那賀川中学校 Ⅲ ヨハン シュトラウス二世 喜歌劇「こうもり」セレクション 島村 典子 金・県代表
中学校Ａ 2 徳島市 国府中学校 Ⅲ チェザリーニ 青い水平線 武知 直子 金・県代表
中学校Ａ 松茂町 松茂中学校 Ⅳ 鈴木 英史 永遠の翼を持つイカルス 西田 まゆみ 銀3

中学校Ａ 徳島市 城東中学校 Ⅱ スパーク ダンス・ムーヴメント 福田 久博 銀4

中学校Ａ 藍住町 藍住東中学校 Ⅱ 櫛田 元禄 小林 恵子 銅5 胅之扶

中学校Ａ 吉野川市 鴨島第一中学校 Ⅳ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 天羽 善久 銅6

中学校Ａ 7 徳島市 城西中学校 Ⅱ 樽屋 雅徳 マゼランの未知なる大陸への挑戦 大荒 優子 金・県代表
中学校Ａ 小松島市 小松島中学校 Ⅱ デ＝ハーン ロス ロイ 加林 美知 金8

中学校Ａ 徳島市 富田中学校 Ⅱ グレイアム ゲールフォース 枝澤 英文 銀9

中学校Ａ 徳島市 八万中学校 Ⅱ リード エル・カミーノ・レアル 宮井 孝 金10

中学校Ａ 11 藍住町 藍住中学校 Ⅰ アーノルド 管弦楽組曲「第６の幸運をもたらす宿」より 小崎 朱代 金・県代表
中学校Ａ 12 鳴門市 第一中学校 Ⅱ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 堀川 昌宏 金・県代表
中学校Ａ 徳島市 津田中学校 Ⅰ ライニキー セドナ 尾形 佳治 銅13

中学校Ａ 徳島市 南部中学校 Ⅰ チャンス 朝鮮民謡の主題による変奏曲 張 美由紀 銀14

中学校Ａ 石井町 石井中学校 Ⅱ ミッチェル 大草原の歌 新谷 公子 銀15

中学校Ａ 阿南市 阿南中学校 Ⅲ チャンス 呪文と踊り 井上 幸子 銀16

中学校Ａ 北島町 北島中学校 Ⅱ ケルト民謡 ケルト民謡による組曲 内藤 美江 銅17

中学校Ａ 阿南市 阿南第一中学校 Ⅳ フラク ロード オブ セブン シーズ 福田 紀久美 銅18

大学 1 四国大学吹奏楽部 Ⅳ アッペルモント アイヴァンホー 木村 浩二 金・県代表



第５３回全日本吹奏楽コンクール徳島県大会 第二日目 結果一覧
出場部門 順番 団 体 名 作 曲 者 名 自 由 曲 ・ 演 奏 曲 指 揮 者 結 果課題

中学校Ｂ 三加茂町 三加茂中学校 リチャーズ ドイエン 中川 亜紀 優秀1

中学校Ｂ 三好町 三好中学校 シェルドン レッド ロック キャニオン 大畑 敬子 優秀2

中学校Ｂ 鳴門市 第一中学校 エリントン スウィングしなけりゃ意味ないね 堀川 昌宏 優秀・アイデア3

中学校Ｂ 徳島市 上八万中学校 伊福部 昭 和太鼓と吹奏楽のための「ブーレスク風ロンド」 藤本 澄代 優秀4

中学校Ｂ 5 阿南市 阿南第二中学校 リーズ／プリマ レッツ スウィング 遠藤 佳代 最優秀・県代表・アイデア
中学校Ｂ 池田町 池田中学校・池田第一中学校 福島 弘和 じんじん（沖縄わらべうたより） 赤堀 近実 優秀6

中学校Ｂ 鳴門教育大学附属中学校 酒井 格 たなばた 森本 祥子 優秀7

中学校Ｂ 吉野川市 鴨島東中学校 スウェアリンジェン 吹奏楽のための序曲「インヴィクタ」 山田 哲也 優秀8

中学校Ｂ 9 鳴門市 第二中学校 スーザ デキシー オン スーザ 石川 史 最優秀・県代表
中学校Ｂ 東祖谷山村 東祖谷中学校 ガーランド／プリマ イン・ザ・ムード／シングシングシング 石井 正子 優秀10

中学校Ｂ 徳島市 川内中学校 ロジャーズ／プリマ 島 龍三 優秀11 シャル ウィ ダンス？／エーデルワイス／シング シング シング

中学校Ｂ 佐那河内村 佐那河内中学校 ブルース ブラザーズ 岩佐 純一 優秀12

中学校Ｂ 阿波市 吉野中学校 カーナウ 動物園の一日 瀧川 郁代 最優秀・アイデア13

中学校Ｂ 徳島市 城西中学校 リオ テキーラ 尾崎 真紀 優秀14

高等学校Ａ 県立徳島北高等学校 Ⅲ フォーテ スフィンクスの謎掛け 新居 誠司 金1

高等学校Ａ 県立城南高等学校 Ⅲ ロイド＝ウェバー ミュージカル「オペラ座の怪人」より 荒木 結香 金2

高等学校Ａ 県立阿波高等学校 Ⅲ ハチャトゥリアン 組曲「ガイーヌ」より 田中 和江 銀3

高等学校Ａ 4 県立城ノ内高等学校 Ⅱ 大栗 裕 吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による 秋月 優希 金・県代表
高等学校Ａ 県立池田高等学校 Ⅳ スパーク ハンティンドン セレブレーション 大塚 静代 銀5

高等学校Ａ 県立富岡西高等学校 Ⅲ フラク ロード オブ セブン シーズ 細井 京子 銀6

高等学校Ａ 7 県立鳴門高等学校 Ⅱ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 吉永 紀美子 金・県代表
高等学校Ａ 8 県立徳島商業高等学校 Ⅱ 天野 正道 エクスピエイション 細井 直子 金・県代表
高等学校Ａ 県立川島高等学校 Ⅲ バーンズ アルヴァマー序曲 榊 一二三 銀9

高等学校Ａ 県立城北高等学校 Ⅱ ヘス イーストコーストの風景 高橋 倫子 金10

一般 1 吹奏楽団アババイ Ⅱ グラズノフ バレエ音楽「ライモンダ」より 鷺岡 巌 金・県代表
一般 牟岐中学校ＯＢ吹奏楽団 Ⅳ スミス 伝説のアイルランド 羽里 允良 銅2

一般 徳島吹奏楽団 Ⅲ スパーク ハイランド賛歌組曲より 高橋 敬司 銀3

一般 ＢＭＳウインドアンサンブル Ⅴ ウォルトン 映画音楽「お気に召すまま」より 益田 郁夫 金4

一般 阿南シンフォニックバンド Ⅳ ギリングハム ウィズ ハート アンド ヴォイス 松田 哲夫 銀5


