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

1徳島北 高等学校ユーフォニアム三重奏A.ライヒャ ６つの三重奏曲 銅
2鳴門 高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銅
3城ノ内 高等学校金管八重奏 高橋 宏樹 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 金
4小松島 高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ 第１旋法によるカンツォン 銅
5城北 高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銀
6阿波 高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ
7城南 高等学校金管八重奏 M.プレトリウス 「テルプシコーレ舞曲集」より 代表・金
8富岡西 高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銀
9徳島市立高等学校金管八重奏 G.ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ

10城東 高等学校金管八重奏 福島 弘和 選ばれた場所 銀
11鳴門 高等学校金管八重奏 福田 昌範 組曲「海の情景」より 銀
12徳島商業高等学校金管八重奏 C.ドビュッシー 「子どもの領分」より ゴリウォーグのケークウォーク
13城北 高等学校金管八重奏 福田 洋介 華円舞 金
14城東 高等学校金管七重奏 G.F.ヘンデル 水上の音楽 銅
15徳島商業高等学校金管六重奏 D.ウーバー パントマイム 銅
16辻 高等学校金管五重奏 G.ガーシュウィン スワニー
17徳島北 高等学校金管四重奏 G.ガブリエリ カンツォーナ・ペル・ソナーレ第２番 銅
18城西 高等学校管打楽器八重奏 J.P.スーサ 士官候補生
19城北 高等学校打楽器八重奏 J.グラステイル ジャンヌ・ダルク 代表・金
20城ノ内 高等学校打楽器七重奏 金田 真一 カプリス 代表・金
21徳島北 高等学校打楽器六重奏 N.デ＝ポンテ 祝典とコラール 銀
22小松島 高等学校打楽器六重奏 小長谷 宗一 ソロ・ティンパニとパーカッション・アンサンブルのための組曲 銅
23徳島商業高等学校打楽器五重奏 D.ミラー ５つの小品 銀
24城南 高等学校打楽器五重奏 野本 洋介 セレスティアル・アンソロジー～ケフェウス～
25鳴門 高等学校打楽器五重奏 T.ゴーガー ゲインズボロー
26富岡西 高等学校打楽器五重奏 金田 真一 エオリアン・クインテット
27城北 高等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 銀
28城ノ内 高等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
29富岡西 高等学校サクソフォーン四重奏 P.ショルティーノ 異教徒の踊り 銀
30鳴門 高等学校サクソフォーン四重奏 P.ランティエ アンダンテとスケルツェット 銅
31城南 高等学校サクソフォーン四重奏 G.ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 銀
32阿波 高等学校サクソフォーン三重奏 髙橋 伸哉 パッション 銀
33徳島商業高等学校サクソフォーン三重奏 髙橋 伸哉 パッション 金
34城北 高等学校クラリネット八重奏 天野 正道 タナトスより 第２楽章 銀
35鳴門 高等学校クラリネット八重奏 八木澤 教司 カプリッチョ 銅
36徳島北 高等学校クラリネット八重奏 B.バルトーク ルーマニア民族舞曲 銅
37城南 高等学校クラリネット七重奏 V.ネリベル コラールと舞曲 金
38富岡西 高等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 銀
39城ノ内 高等学校クラリネット四重奏 C.グランドマン カプリス
40小松島 高等学校クラリネット四重奏 I.イヴァノフ 組曲「コーカサスの風景」より 酋長の行列
41徳島商業高等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 銅
42城ノ内 高等学校クラリネット四重奏 V.モンティ クラリネット四重奏のためのチャルダッシュ 金
43辻 高等学校クラリネット三重奏 F.シューベルト アヴェ・マリア
44阿波 高等学校クラリネット三重奏 J.F.フンメル 三重奏曲 変ロ長調
45城南 高等学校フルート四重奏 M.ベルトミュー アルカディ 銅
46城北 高等学校フルート四重奏 E.ボザ 夏山の一日 銀
47城東 高等学校フルート四重奏 P.M.デュボア 四重奏曲
48徳島北 高等学校フルート四重奏 三浦 真理 想い出は銀の笛
49小松島 高等学校フルート四重奏 M.ベルトミュー アルカディ
50徳島市立高等学校フルート三重奏 F.クーラウ ３つの三重奏曲より 代表・金
51徳島北 高等学校フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 銀
52名西 高等学校フルート三重奏 A.アルビージ 小組曲第２番より 春の歌 銅
53富岡西 高等学校フルート三重奏 櫛田 胅之扶 ３本のフルートのための“雅” 銅
54徳島商業高等学校フルート三重奏 A.アルビージ 小組曲第２番 銅
55城北 高等学校木管五重奏 J.ハイドン ディヴェルティメントより 銅
56鳴門 高等学校木管五重奏 F.ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品５６－１
57城東 高等学校木管五重奏 F.ダンツィ 木管五重奏曲 ト短調 作品５６－２ 銀
58徳島市立高等学校木管五重奏 Ａ．ライヒャ 木管五重奏曲 変ホ長調 作品８８－２ 金
59城ノ内 高等学校木管四重奏 田中 久美子 おもちゃの国 銀
60徳島北 高等学校木管三重奏 A.サリエリ ３つの三重奏曲 銅
61阿波 高等学校木管三重奏 G.ジェイコブ 「オーバード」より ガボット，ごきげんよう
62徳島北 高等学校混成八重奏 G.フォーレ、A.メサジェバイロイトの思い出
63阿波 高等学校混成三重奏 W.A.モーツァルト ５つのディヴェルティメントより
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