
第５４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 指 揮 者 審査結果課題

高等学校Ｂ 1 県立徳島商業高等学校 スウェアリンジェン チェスフォード・ポートレイト 細井 直子 最優秀
高等学校Ｂ 県立城西高等学校 スーサ アメリカ合衆国国歌／アメージンググレース／星条旗よ永遠なれ 稲垣 達也 優良2

高等学校Ｂ 県立新野高等学校 葉加瀬 太郎 「情熱大陸」メインテーマ 土井 佳世 優良3

高等学校Ｂ 県立名西高等学校 サン＝サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール 井上 郁代 優秀4

高等学校Ｂ 県立脇町高等学校 ウィニアン ピアノと吹奏楽のためのスリー・ムーブメント より 高橋 弘樹 優秀5

高等学校Ｂ 県立鳴門第一高等学校 モーツアルト モーツアルトの主題によるジャズ組曲 交響曲第４０番より第１楽章 坂本 政人 優良6

高等学校Ｂ 県立小松島高等学校 スミス 天空への挑戦 福崎 由美 優秀7

高等学校Ｂ 県立小松島西高等学校 ヴァン＝デル＝ロースト ジュビラス 山本 美樹 優秀8

高等学校Ｂ 県立徳島北高等学校 クリュー・ゴーディオ／マーチン・コールター 君の瞳に恋してる／サタデーナイト 新居 誠司 優秀9

中学校Ａ 徳島市 津田中学校 Ⅳ スミス ザ スター オブ ドリーム 尾形 佳治 銅1

中学校Ａ 2 徳島市 城西中学校 Ⅳ チェザリーニ アルプスの詩 大荒 優子 代表 金
中学校Ａ 阿南市 那賀川中学校 Ⅳ オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 島村 典子 銅3

中学校Ａ 徳島市 富田中学校 Ⅲ チャンス 呪文と踊り 枝澤 英文 銀4

中学校Ａ 藍住町 藍住東中学校 Ⅰ スミス 天空への挑戦 小林 恵子 銅5

中学校Ａ 北島町 北島中学校 Ⅳ 八木澤 教司 “モアイ” 太陽を見つめる七体の巨像 益田 郁夫 銀6

中学校Ａ 小松島市 小松島中学校 Ⅱ レハール 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション 加林 美知 銀7

中学校Ａ 藍住町 藍住中学校 Ⅳ ヴァン＝デル＝ロースト プスタ より 海部 由佳 金8

中学校Ａ 阿南市 阿南第一中学校 Ⅳ バーンズ フォックスファイヤー序曲 福田 紀久美 銅9

中学校Ａ 10 鳴門市 第一中学校 Ⅲ シェーンベルク ミュージカル「ミス・サイゴン」より 堀川 昌宏 代表 金
中学校Ａ 11 徳島市 国府中学校 Ⅰ レスピーギ シバの女王ベルキスより 長町 美希 代表 金
中学校Ａ 徳島市 南部中学校 Ⅳ プッチーニ 歌劇「トスカ」第３幕より 張 美由紀 銀12

中学校Ａ 吉野川市 鴨島第一中学校 Ⅰ カバレフスキー 組曲「道化師」より 天羽 善久 銀13

中学校Ａ 石井町 石井中学校 Ⅳ プロイアー デヴォンシャー序曲 福田 稔子 銅14

中学校Ａ 15 徳島市 城東中学校 Ⅰ プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」第２幕より クリスマスシーン 福田 久博 代表 金
中学校Ａ 阿南市 阿南中学校 Ⅳ スミス ザ スター オブ ドリーム 多田 幸子 銀16

中学校Ａ 松茂町 松茂中学校 Ⅰ グリエール バレエ音楽「赤いけしの花」より 西田 まゆみ 銀17

中学校Ａ 18 徳島市 八万中学校 Ⅰ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 宮井 孝 代表 金
大学 1 四国大学吹奏楽部 Ⅳ アッペルモント ガリバー旅行記 より 木村 浩二 代表 金



第５４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 指 揮 者 審査結果課題

中学校Ｂ 1 徳島市 上八万中学校 石原 忠興 ウィンドオーケストラのためのムーブメントⅡ「サバンナ」 藤本 澄代 最優秀・アイデア
中学校Ｂ 牟岐町 牟岐中学校 モーツァルト／プッチーニ 田上 正史 優良2 アイネ クライネ ナハト ムジーク／トゥーランドットより ネッスン ドルマ

中学校Ｂ 東みよし町 三好中学校 プリマ シング シング シング 石井 正子 優秀3

中学校Ｂ 鳴門市 第二中学校 ガーシュウィン 「ガーシュウィン」狂詩曲 石川 史 優秀4

中学校Ｂ 吉野川市 鴨島東中学校 スウェアリンジェン 管楽器と打楽器のためのセレブレーション 小崎 朱代 優秀5

中学校Ｂ 三好市 池田中学校・池田第一中学校 スミス 伝説のアイルランド 赤堀 近実 優秀6

中学校Ｂ 7 阿南市 阿南第二中学校 マンシーニ／大野雄二 ピンクパンサーのテーマ／ルパン三世のテーマ 遠藤 佳代 最優秀・アイデア
中学校Ｂ 三好市 東祖谷中学校 メンケン／リオ ア ホール ニュー ワールド／テキーラ 高橋 理恵 優良8

中学校Ｂ 佐那河内村 佐那河内中学校 ハックビー 喜びの風 森内 眞佐美 優良9

中学校Ｂ 阿波市 吉野中学校 ドス ジャングル 瀧川 郁代 優秀10

中学校Ｂ 徳島市 城西中学校 シェルドン オブ カインドレッド スピリット 大荒 優子 優秀11

中学校Ｂ 県立城ノ内中学校 スパーク ノルウェーのロンド 森岡 明代 優秀12

中学校Ｂ 鳴門市 第一中学校 スウェアリンジェン／エリントン ロマネスク／スウィングしなけりゃ意味ないね 堀川 昌宏 優秀13

中学校Ｂ 三好市 井川中学校 ハックビー 喜びの風 岡田 恵美 優良14

中学校Ｂ 三好市 山城中学校 グレイアム ギャラクシーズ 武知 直子 優良15

中学校Ｂ 三好市 三野中学校 コーディル 吹奏楽のための民話 清水 美佳 優良16

中学校Ｂ 東みよし町 三加茂中学校 リーズ／プリマ レッツ スウィング 中川 亜紀 優秀17

中学校Ｂ 鳴門教育大学附属中学校 デ＝ハーン ロス ロイ 森本 祥子 優秀18

高等学校Ａ 県立川島高等学校 Ⅳ モシュコフスキー 「新スペイン舞曲集」より スペイン 榊 一二三 銅1

高等学校Ａ 県立富岡西高等学校 Ⅰ コート 都市の情景 田 三貴子 銀2 濵

高等学校Ａ 3 県立徳島商業高等学校 Ⅰ 真島 俊夫 三つのジャポニスム 細井 直子 代表 金
高等学校Ａ 4 県立城ノ内高等学校 Ⅱ 樽屋 雅徳 民衆を導く自由の女神 山根 幹 代表 金
高等学校Ａ 県立池田高等学校 Ⅳ スミス 明日へのファンファーレ 大塚 静代 銀5

高等学校Ａ 県立阿波高等学校 Ⅳ リチャーズ ケルティック ノッツ 北川 昌代 銅6

高等学校Ａ 県立城南高等学校 Ⅲ シェーンベルク ミュージカル「ミス・サイゴン」より 荒木 結香 銀7

高等学校Ａ 8 県立城北高等学校 Ⅲ 八木澤 教司 ラス・ボラス・グランデス　－惑星を象る大石球の神秘 梅本 敏行 代表 金
高等学校Ａ 県立徳島北高等学校 Ⅰ 天野 正道 スウィート エキセントリック 新居 誠司 金9

高等学校Ａ 県立鳴門高等学校 Ⅲ チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」より 吉永 紀美子 銀10

一般 吹奏楽団アババイ Ⅱ グリエール バレエ音楽「青銅の騎士」より 鷺岡 巌 金1

一般 徳島吹奏楽団 Ⅲ 真島 俊夫 「五つの沖縄民謡による組曲」より 高橋 弘樹 銀2

一般 3 ＢＭＳウインドアンサンブル Ⅴ 八木澤 教司 空中都市「マチュピチュ」　－閉ざされた太陽神殿の謎 益田 郁夫 代表 金
一般 牟岐中学校ＯＢ吹奏楽団 Ⅳ バーカー ニューヨーク １９２７ 羽里 允良 銀4

一般 阿南シンフォニックバンド Ⅳ ヘス 「イーストコーストの風景」より ニューヨーク 松田 哲夫 銀5


