
第３４回徳島県アンサンブルコンテスト～中学校部門～
出演順学校名 編成 作曲者名 演奏曲名

1阿南 中学校 打楽器八重奏 M.A.ブランド ティファナ・サンバ 銅
2鴨島東 中学校 打楽器八重奏 M.A.ブランド ティファナ・サンバ
3八万 中学校 打楽器七重奏 岡田 知之 打楽器七重奏ライム
4城東 中学校 打楽器七重奏 野本 洋介 ミラ 金
5城西 中学校 打楽器六重奏 J.グラステイル ジャンヌ・ダルク 代表・金
6松茂 中学校 打楽器六重奏 伊藤 康英 バリ島からの幻想曲’８４ 銀
7鳴門市第一 中学校 打楽器五重奏 猪俣 猛 「大地の鼓動」“自由への戦い”
8富田 中学校 打楽器五重奏 E.A.デル＝ボルゴ 打楽器のためのモザイク 銅
9藍住 中学校 打楽器五重奏 J.P.ラモー ラ・タンブーラン

10南部 中学校 打楽器五重奏 野本 洋介 セレスティアル・アンソロジー～ケフェウス～ 金
11川内 中学校 打楽器五重奏 A.J.シローン 打楽器のための序曲 銅
12城ノ内 中学校 打楽器五重奏 T.ゴーガー 「ゲインズボロー」より Ⅲ 代表・金
13徳島 中学校 打楽器五重奏 猪俣 猛 「大地の鼓動」“自由への戦い” 銀
14国府 中学校 打楽器五重奏 櫛田 胅之扶 イントロダクション＆ダンス No.３ 銅
15小松島 中学校 打楽器五重奏 猪俣 猛 「大地の鼓動」“自由への戦い” 銀
16加茂名 中学校 打楽器四重奏 A.J.シローン ４人の奏者のための４分の４ 銅
17鴨島第一 中学校 打楽器四重奏 金田 真一 エオリアン・カルテット
18那賀川 中学校 打楽器三重奏 山本 教生 パルス 銀
19城東 中学校 管打楽器八重奏 G.リチャーズ ア・ラ・カルト 金
20小松島 中学校 管打楽器八重奏 アイルランド民謡 アイリッシュ・スピリッツⅡ 銀
21上八万 中学校 管打楽器七重奏 C.ジェルヴェイズ＆P.アテニャンフランス・ルネサンス舞曲集
22板野 中学校 管打楽器六重奏 W.A.モーツァルト 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第１楽章
23鳴門市第一 中学校 ホルン三重奏 L.E.ショー トリッパリーズ
24阿南 中学校 バリ・テューバ四重奏 L.ニーハウス キーストン・チョップス 金
25鳴門市第一 中学校 バリ・テューバ四重奏 A.フラッケンポール ポップ・スイート 銅
26城東 中学校 バリ・テューバ四重奏 八木澤 教司 ラプソディー 銀
27国府 中学校 金管八重奏 大嶋 啓介 神秘の湖 金
28鳴門市第一 中学校 金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番
29城西 中学校 金管八重奏 兼田 敏 「二つのニグロ・スピリチュアル」より 幼きダヴィデ 銀
30上八万 中学校 金管八重奏 M.プレトリウス 「テルプシコーレ舞曲集」より 銀
31藍住 中学校 金管八重奏 G.ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー 銅
32阿南 中学校 金管八重奏 A.E.シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
33藍住東 中学校 金管八重奏 兼田 敏 「二つのニグロ・スピリチュアル」より 幼きダヴィデ 銀
34加茂名 中学校 金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銀
35国府 中学校 金管八重奏 M.プレトリウス 「テルプシコーレ舞曲集」より 金
36八万 中学校 金管八重奏 高 昌帥 金管八重奏曲 金
37城ノ内 中学校 金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銀
38城西 中学校 金管八重奏 大嶋 啓介 ミルキーウェイ 金
39徳島 中学校 金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銅
40津田 中学校 金管八重奏 H.L.ウォルターズ ピザ・パーティー 銀
41南部 中学校 金管八重奏 M.プレトリウス 「テルプシコーレ舞曲集」より 金
42鴨島第一 中学校 金管八重奏 G.F.ヘンデル 「水上の音楽」より アレグロ
43鳴門市第二 中学校 金管七重奏 S.ジョプリン ジョプリン・ミュージックⅡ
44那賀川 中学校 金管七重奏 G.F.ヘンデル 「水上の音楽」より 銅
45富田 中学校 金管七重奏 W.A.モーツァルト 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より アレグロ
46鳴門教育大学附属 中学校 金管六重奏 N.ディーツ モダン・ムーズより Ⅰ，Ⅱ
47坂野 中学校 金管五重奏 L.アンダーソン トランペット吹きの休日
48小松島 中学校 金管五重奏 A.ルーセル ミューズへのマドリガル
49八万 中学校 金管五重奏 V.エヴァルド 金管楽器のための交響曲 銀
50坂野 中学校 金管四重奏 J.デ・プレ モテットと王のファンファーレ
51鳴門教育大学附属 中学校 サクソフォーン六重奏 B.バルトーク ルーマニア民族舞曲より
52松茂 中学校 サクソフォーン五重奏 天野 正道 セカンド・バトル 銅
53城西 中学校 サクソフォーン五重奏 天野 正道 セカンド・バトル 代表・金
54坂野 中学校 サクソフォーン四重奏 S.ジョプリン エンターティナー
55石井 中学校 サクソフォーン四重奏 J.C.バッハ シンフォニア第３番
56富田 中学校 サクソフォーン四重奏 V.ネリベル ３つの現代的小品 銅
57藍住 中学校 サクソフォーン四重奏 E.マクダウェル 「森のスケッチ」より のばらに寄す，鬼火，リーマス
58八万 中学校 サクソフォーン四重奏 J.フランセ 小四重奏曲 銀
59国府 中学校 サクソフォーン四重奏 J.B.サンジュレー 四重奏曲第１番 作品５３ 銀
60加茂名 中学校 サクソフォーン四重奏 正門 研一 イマージュ～サクソフォーン四重奏のために～ 銀
61城東 中学校 サクソフォーン四重奏 J.B.サンジュレー 四重奏曲第１番 作品５３より 第４楽章 金
62鴨島第一 中学校 サクソフォーン三重奏 J.S.バッハ ３つのシンフォニア 銅
63城西 中学校 クラリネット八重奏 八木澤 教司 カプリッチョ 金
64国府 中学校 クラリネット七重奏 E.A.デル＝ボルゴ ドデカフォニック エッセイ 銀
65富田 中学校 クラリネット七重奏 E.A.デル＝ボルゴ ドデカフォニック エッセイ 金
66八万 中学校 クラリネット六重奏 C.ドビュッシー 「弦楽四重奏曲」より 第１楽章 銅
67藍住 中学校 クラリネット六重奏 G.フォーレ 組曲「ドリー」より スペイン風の踊り 銅
68小松島 中学校 クラリネット六重奏 C.ドビュッシー 「弦楽四重奏曲」より 第１楽章 金
69松茂 中学校 クラリネット五重奏 W.A.モーツァルト ディヴェルティメント第３番K.１３８より 第１楽章 代表・金
70鳴門教育大学附属 中学校 クラリネット五重奏 鈴木 英史 フォスター ラプソディー 銅
71加茂名 中学校 クラリネット五重奏 白川 毅夫 クラリネット ファイヴ 銀
72鳴門市第一 中学校 クラリネット四重奏 T.J.トンプソン 組曲「都市の情景」 銀
73石井 中学校 クラリネット四重奏 G.ジェイコブ スケルツェット，パヴァーヌとゴパック
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74上八万 中学校 クラリネット四重奏 C.グランドマン カプリス 銅
75南部 中学校 クラリネット四重奏 P.ハーヴェイ ファンタジア 金
76津田 中学校 クラリネット四重奏 R.R.グエンザー アメリカ民謡によるスケルツォ 銅
77城東 中学校 クラリネット四重奏 A.ウール ディヴェルティメント 金
78佐那河内 中学校 クラリネット三重奏 T.J.トンプソン ウィニング ウェイズ
79南部 中学校 フルート四重奏 E.ボザ 夏山の一日 銀
80鳴門教育大学附属 中学校 フルート四重奏 A.チェレプニン 四重奏曲より Ⅰ，Ⅲ 銅
81加茂名 中学校 フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 銅
82石井 中学校 フルート三重奏 J.ハイドン ロンド・スケルツァンド
83松茂 中学校 フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 銀
84国府 中学校 フルート三重奏 A.チェレプニン 三重奏曲 銅
85藍住 中学校 フルート三重奏 S.ジョプリン ストレニアス ライフ
86鳴門市第二 中学校 フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 銅
87津田 中学校 フルート三重奏 P.I.チャイコフスキー 葦笛の踊り 銅
88城西 中学校 木管八重奏 C.ドビュッシー 小組曲より　「行列」 銀
89藍住東 中学校 木管八重奏 福島 弘和 スルピリド 銅
90南部 中学校 木管八重奏 J.P.ラモー 歌劇「プラテー」より バレエ音楽Ⅱ 銀
91上八万 中学校 木管八重奏 C.ドビュッシー 小組曲より　「バレエ」 銀
92阿南 中学校 木管七重奏 G.ガーシュウィン プレリュード 銅
93小松島 中学校 木管七重奏 アイルランド民謡 ダニー・ボーイ
94那賀川 中学校 木管七重奏 G.ガーシュウィン プレリュード 銅
95鳴門市第一 中学校 木管六重奏 C.モンテヴェルディ 私は若い娘
96城ノ内 中学校 木管六重奏 E.マクダウェル 「森のスケッチ」より のばらに寄す，リーマスおじさんから
97徳島 中学校 木管五重奏 J.ハイドン ディヴェルティメント
98城西 中学校 木管五重奏 J.ハイドン ディヴェルティメント 銅
99徳島 中学校 木管五重奏 福島 弘和 ミュルミュール 銀

100鳴門市第一 中学校 木管四重奏 T.グレーヴス ４つのバガテル
101坂野 中学校 木管四重奏 W.A.モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
102鳴門市第一 中学校 木管三重奏 P.I.チャイコフスキー スラヴ行進曲
103鴨島第一 中学校 木管三重奏 W.A.モーツァルト 二つのドイツ舞曲 銅
104城西 中学校 混成八重奏 P.ウォーロック カプリオール組曲より 銀
105国府 中学校 混成七重奏 C.ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」より プレリュード 銀
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