
第５５回全日本吹奏楽コンクール徳島県大会 結果一覧（第一日目）　
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 県立城西高等学校 ヴァン＝デル＝ロースト プスタ　～４つのロマ舞曲～より Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ 稲垣 達也 優秀1

高等学校Ｂ 県立小松島高等学校 ホゼイ コロニアル コラージュ 福崎 由美 最優秀2

高等学校Ｂ 県立名西高等学校 ウェバー 「オペラ座の怪人」セレクション 井上 郁代 優秀3

高等学校Ｂ 県立徳島北高等学校 リチャーズ コーリング・コーンウォール 高橋 弘樹 優秀4

高等学校Ｂ 県立新野高等学校 渡辺 岳夫 キューティーハニー　～ジャズ ヴァージョン～ 土井 佳世 失格5

高等学校Ｂ 県立小松島西高等学校 エルトン ジョン エルトン ジョン フェイバリッツ 山本 美樹 優秀6

高等学校Ｂ 県立脇町高等学校 リチャーズ／チャッタウェイ スピリット オブ ユース／スパニッシュ フィーヴァー 野澤 千尋 優秀7

中学校Ａ 阿南市立 那賀川中学校 Ⅳ アッペルモント ガリバー旅行記 より Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 佐野 順子 金1

中学校Ａ 藍住町立 藍住東中学校 Ⅱ リード エル カミーノ レアル 森 優子 銀2

中学校Ａ 藍住町立 藍住中学校 Ⅳ スパーク マスカレードより 海部 由佳 銀3

中学校Ａ 小松島市立 坂野中学校 Ⅳ バーンズ アルヴァマー序曲 山田 哲也 銅4

中学校Ａ 松茂町立 松茂中学校 Ⅱ 清水 大輔 原石の未来 都築 由佳 代表金5

中学校Ａ 徳島市 八万中学校 Ⅰ ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」より 宮井 孝 金6

中学校Ａ 徳島市 城西中学校 Ⅲ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より 大荒 優子 代表金7

中学校Ａ 阿南市立 阿南中学校 Ⅳ 櫛田 胅之扶 火の伝説 多田 幸子 金8

中学校Ａ 阿南市立 阿南第一中学校 Ⅳ ベネット 「古いアメリカ舞曲による組曲」セレクション 島村 典子 銀9

中学校Ａ 徳島市 国府中学校 Ⅰ レスピーギ 交響詩「ローマの祭」より Ⅰ チルチェンセス，Ⅳ 主顕祭 高橋 理恵 代表金10

中学校Ａ 北島町立 北島中学校 Ⅱ スウェアリンジェン そして 天使達は告げた 新見 睦恵 銀11

中学校Ａ 吉野川市立 鴨島第一中学校 Ⅳ ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」より 天羽 善久 銀12

中学校Ａ 小松島市立 小松島中学校 Ⅳ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 武田 真紀 銀13

中学校Ａ 徳島市 南部中学校 Ⅳ 樽屋 雅徳 マゼランの未知なる大陸への挑戦 張 美由紀 金14

中学校Ａ 徳島市 津田中学校 Ⅳ バーンズ アルヴァマー序曲 尾形 佳治 銅15

中学校Ａ 徳島市 富田中学校 Ⅱ リード アルメニアン ダンス パートⅡ より Ⅲ ロリの歌 枝澤 英文 銀16

中学校Ａ 徳島市 城東中学校 Ⅳ ヨハン・シュトラウスⅡ世 喜歌劇「こうもり」セレクション 福田 久博 金17

中学校Ａ 石井町立 石井中学校 Ⅳ ラフマニノフ 「６つの小品」より ワルツ 福田 稔子 銅18

中学校Ａ 鳴門市 第一中学校 Ⅳ オッフェンバック 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 堀川 昌宏 代表金19

大学 四国大学吹奏楽部 Ⅱ 天野 正道 チェイサー 木村 浩二 代表金1



第５５回全日本吹奏楽コンクール徳島県大会 結果一覧（第二日目）　
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 徳島市 上八万中学校 樽屋 雅徳 マゼランの未知なる大陸への挑戦 藤本 澄代 最優秀・アイデア1

中学校Ｂ 東みよし町立 三加茂中学校 ガーシュイン ラプソディー・イン・ブルー 岡田 恵美 優秀2

中学校Ｂ 三好市立 井川中学校 ガーランド イン ザ ムード 岡 真里子 優良3

中学校Ｂ 吉野川市立 鴨島東中学校 スウェアリンジェン 吹奏楽のための序曲「センチュリア」 小崎 朱代 優良4

中学校Ｂ 鳴門市 第一中学校 クインシー ジョーンズ／アメリカ民謡 ソウル・ボサノバ／アメージング・グレース 堀川 昌宏 優秀5

中学校Ｂ 三好市立 池田中学校・池田第一中学校 真島 俊夫 「五つの沖縄民謡による組曲」より ３ 安里屋ゆんた 谷茶前 赤堀 近実 優秀6

中学校Ｂ 佐那河内村立 佐那河内中学校 ガーシュイン／アメリカ民謡 ラプソディー・イン・ブルー／アメージング・グレース 高橋 裕美子 優秀7

中学校Ｂ 阿波市立 阿波中学校 ミーチャン リフト オフ 平島 徳子 優良8

中学校Ｂ 県立城ノ内中学校 ライニキー 鷲が舞うところ 山根 幹 優秀9

中学校Ｂ 三好市立 三野中学校 シェルドン プレイリー・ポートレイト 清水 美佳 優良10

中学校Ｂ 阿南市立 阿南第二中学校 ベルソン／チック・コリア ザ・ホーク・トークス／スペイン 遠藤 佳代 最優秀・アイデア11

中学校Ｂ 鳴門市 第二中学校 真島俊夫，後藤洋，森田一浩，小長谷宗一 「故郷」によるパラフレーズ 石川 史 優秀12

中学校Ｂ 東みよし町立 三好中学校 デバルト 交響組曲「パイレーツ オブ ザ カリビアン」 石井 正子 優秀13

中学校Ｂ 鳴門教育大学附属中学校 リード 吹奏楽のための第二組曲「ラテン・メキシコ風」より Ⅲ，Ⅳ 森本 祥子 優秀14

中学校Ｂ 三好市立 山城中学校 ロー／オービソン＆ディーズ 武知 直子 優良15 ミュージカル「マイフェアレディ」より一晩中踊り明かそう／オー プリティー・ウーマン

中学校Ｂ 牟岐町立 牟岐中学校 シェルドン ロングフォード レジェンド 田上 正史 優良16

中学校Ｂ 徳島市 城西中学校 スウェアリンジェン ブルーリッジの伝説 大荒 優子 優良17

中学校Ｂ 三好市立 東祖谷中学校 リーズ／プリマ レッツ スウィング！！ 川原 絵里子 優秀18

中学校Ｂ 阿波市立 吉野中学校 ガーシュイン ラプソディー・イン・ブルー 瀧川 郁代 優秀19

高等学校Ａ 県立城南高等学校 Ⅱ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より 荒木 結香 代表金1

高等学校Ａ 県立池田高等学校 Ⅳ 高橋 伸哉 ジャラン－ジャラン～神々の島の幻影 大塚 静代 銀2

高等学校Ａ 県立富岡西高等学校 Ⅳ スパーク シンフォニック第３番 ラインフェルデンのスケッチより 田 三貴子 銀3 濵

高等学校Ａ 県立徳島商業高等学校 Ⅰ ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」より 細井 直子 銀4

高等学校Ａ 県立徳島北高等学校 Ⅲ リード オセロ より Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ 新居 誠司 銀5

高等学校Ａ 県立阿波高等学校 Ⅱ ライニキー ホープタウンの休日 北川 昌代 銅6

高等学校Ａ 県立城北高等学校 Ⅰ ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 梅本 敏行 代表金7

高等学校Ａ 県立城ノ内高等学校 Ⅳ スパーク ダンス・ムーヴメント 山根 幹 代表金8

高等学校Ａ 県立鳴門高等学校 Ⅳ レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 吉永 紀美子 銀9

一般 ＢＭＳウインドアンサンブル Ⅴ アッペルモント 交響曲第１番「ギルガメッシュ」より 益田 郁夫 代表金1

一般 徳島アカデミックウインドオーケストラ Ⅳ フチーク フローレンティナー行進曲 坂本 政人 銅2

一般 徳島吹奏楽団 Ⅳ エレビー 「パリのスケッチ」より 高橋 敬司 銀3

一般 阿南シンフォニックバンド Ⅲ 建部 知弘 松田 哲夫 銅4 ウインドアンサンブルのための五章　「ケンタウル祭の夜に…」～宮澤賢治「銀河鉄道の夜」によせて～より

一般 吹奏楽団アババイ Ⅳ 高 昌帥 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 鷺岡 巌 金5


