
第３５回徳島県アンサンブルコンテスト～中学校部門～
番 学校名 編成 作曲者名 演奏曲名
1 城西 中学校 打楽器八重奏 金 金田　真一 ソナチネ
2 鴨島東 中学校 打楽器七重奏 銅 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
3 城東 中学校 打楽器七重奏 銀 野本　洋介 ミラ
4 阿南 中学校 打楽器七重奏 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

5 鳴門市第一 中学校 打楽器七重奏 代表金 グラステイル ジャンヌ　ダルク
6 南部 中学校 打楽器六重奏 金 伊藤　康英 バリ島からの幻想曲’84
7 藍住 中学校 打楽器五重奏 ミラー 5つの小品　より　Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ
8 阿南第一 中学校 打楽器五重奏 金田　真一 エオリアン・クインテット
9 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”
10 城ノ内 中学校 打楽器五重奏 銀 金田　真一 エオリアン・クインテット

胅11 松茂 中学校 打楽器五重奏 金 櫛田　 之扶 華音
12 鳴門教育大学付属 中学校 打楽器四重奏 銅 金田　真一 エオリアン・カルテット
13 鳴門市第二 中学校 打楽器三重奏 銅 福島　弘和 打楽器三重奏の愉しみ
14 那賀川 中学校 打楽器三重奏 金 山本　教生 パルス
15 藍住東 中学校 打楽器三重奏 金田　真一 エオリアン・トリオ
16 加茂名 中学校 打楽器三重奏 金 マッケンジー 3つの舞曲
17 八万 中学校 打楽器三重奏 銀 金田　真一 エオリアン・トリオ
18 鴨島第一 中学校 打楽器三重奏 銀 山澤　洋之 月迷宮/大神
19 国府 中学校 管打楽器八重奏 金 プロコフィエフ ソナタ第6番《戦争ソナタ》
20 上八万 中学校 管打楽器六重奏 銅 プレトリウス テルプシコーレ舞曲集　より
21 鳴門市第一 中学校 ホルン四重奏 ドヴォルザーク スラヴ舞曲第8番
22 鳴門教育大学付属 中学校 トランペット三重奏 クライスラー ディヴェルティメント
23 鳴門市第一 中学校 バリ・テューバ四重奏 銀 フラッケンポール ポップ　スイート
24 北島 中学校 金管八重奏 ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー
25 阿南第一 中学校 金管八重奏 銅 フランク 金管楽器のための序曲
26 板野 中学校 金管八重奏 ロブレス コンドルは飛んで行く
27 小松島 中学校 金管八重奏 金 高橋　宏樹 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」

28 南部 中学校 金管八重奏 代表金 福田　洋介 華円舞
29 上八万 中学校 金管八重奏 金 ガブリエリ 第7旋法によるカンツォン第2番
30 藍住 中学校 金管八重奏 銅 ラヴェル 3つの歌
31 城西 中学校 金管八重奏 金 福島　弘和 選ばれた場所
32 富田 中学校 金管八重奏 銀 ガブリエリ 第7旋法によるカンツォン第1番

33 国府 中学校 金管八重奏 代表金 プレトリウス テルプシコーレ　より　ルネッサンス舞曲集
34 城東 中学校 金管八重奏 銅 ガブリエリ 第1旋法によるカンツォン
35 鳴門市第一 中学校 金管八重奏 銀 ガブリエリ 第7旋法によるカンツォン第2番
36 阿南 中学校 金管八重奏 金 ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー
37 加茂名 中学校 金管八重奏 銀 高橋　宏樹 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」
38 松茂 中学校 金管七重奏 銅 髙橋　伸哉 金管七重奏のための“ティー・タイム”
39 徳島 中学校 金管六重奏 銀 ヘンデル 「水上の音楽」より
40 阿南 中学校 金管六重奏 ドヴォルザーク 「4つの合唱曲」より
41 那賀川 中学校 金管六重奏 銀 オストランスキー 金管六重奏のための組曲
42 加茂名 中学校 金管六重奏 銀 湯山　昭 ピアノ曲集「お菓子の世界」より
43 城西 中学校 金管六重奏 L.オストランスキー 金管六重奏のための組曲
44 藍住東 中学校 金管六重奏 銀 湯山　昭 ピアノ曲集「お菓子の世界」より
45 石井 中学校 金管六重奏 銅 オストランスキー 金管六重奏のための組曲
46 津田 中学校 金管五重奏 ムーア グリーンスリーヴス　ファンタジー
47 坂野 中学校 金管五重奏 アンダーソン トランペット吹きの休日
48 鴨島第一 中学校 金管五重奏 銀 ファーナビー 空想・おもちゃ・夢
49 国府 中学校 金管四重奏 銀 スザート 舞曲集　より
50 坂野 中学校 金管四重奏 ヘンデル ハレルヤ・コーラス
51 城ノ内 中学校 金管三重奏 銀 シューベルト 軍隊行進曲
52 津田 中学校 サクソフォーン四重奏 ネリベル 3つの小品
53 石井 中学校 サクソフォーン四重奏 銅 マクダウェル 「森のスケッチ」より
54 八万 中学校 サクソフォーン四重奏 金 フランセ 小四重奏曲　第1楽章
55 南部 中学校 サクソフォーン四重奏 金 ジャンジャン 四重奏曲
56 北島 中学校 サクソフォーン四重奏 銅 ナザレー エスコレガントとエポニーナとブレジェイロ

57 鳴門市第一 中学校 サクソフォーン四重奏 代表金 ベネット サクソフォーン・シンフォネット
58 坂野 中学校 サクソフォーン四重奏 ジョプリン エンターティナー
59 鳴門教育大学付属 中学校 サクソフォーン四重奏 戸田　顕 グリーンスリーヴス・ファンタジー
60 藍住 中学校 サクソフォーン四重奏 銀 マデトヤ 田園組曲　より　伝説，ワルツ

61 城西 中学校 サクソフォーン四重奏 代表金 ランティエ アンダンテとスケルツェット
62 鳴門市第一 中学校 クラリネット八重奏 金 八木澤　教司 カプリッチョ
63 北島 中学校 クラリネット六重奏 銅 アイルランド民謡 アイルランド組曲
64 八万 中学校 クラリネット六重奏 銀 グランドマン カプリス
65 城西 中学校 クラリネット六重奏 金 ラヴェル 弦楽四重奏曲　より　第4楽章
66 小松島 中学校 クラリネット五重奏 銅 鈴木　英史 フォスター・ラプソディ
67 津田 中学校 クラリネット四重奏 メンデルスゾーン カンツォネッタ

68 南部 中学校 クラリネット四重奏 代表金 デュボア 四重奏曲
69 藍住 中学校 クラリネット四重奏 銅 グリーグ 抒情小曲集　より　羊飼いの少年，小人の行進
70 松茂 中学校 クラリネット四重奏 銀 デュボア 四重奏曲
71 加茂名 中学校 クラリネット四重奏 金 ウール ディヴェルティメント
72 城ノ内 中学校 クラリネット四重奏 銀 ピエルネ “15の小品”より　お祖母ちゃんの歌，タランテラ（ナポリの思い出）
73 鴨島第一 中学校 クラリネット三重奏 金 プート 三重奏曲
74 加茂名 中学校 フルート四重奏 金 ボザ 夏山の一日
75 鳴門市第一 中学校 フルート四重奏 銅 ベルトミュー アルカディ
76 津田 中学校 フルート三重奏 モイーズ 7つのやさしい小三重奏曲
77 藍住 中学校 フルート三重奏 銀 マデトヤ 3つの小品



第３５回徳島県アンサンブルコンテスト～中学校部門～
番 学校名 編成 作曲者名 演奏曲名
78 北島 中学校 フルート三重奏 銀 モーツァルト アレグロ　コンチェルタンテ
79 鴨島第一 中学校 フルート三重奏 銀 トマジ 3つの牧歌
80 小松島 中学校 フルート三重奏 銀 石毛　里佳 碧い月の神話
81 城西 中学校 フルート三重奏 金 ダマーズ 3本のフルートのための田園組曲
82 八万 中学校 フルート三重奏 金 石毛　里佳 碧い月の神話
83 城西 中学校 木管八重奏 銀 ラモー 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ
84 国府 中学校 木管八重奏 銀 ガーデ 幻想小曲集　より　ミニヨン，祭りで
85 那賀川 中学校 木管八重奏 銀 ガッロ ソナタ　第一番
86 上八万 中学校 木管八重奏 銀 ドビュッシー 小組曲　より　「行列」
87 藍住東 中学校 木管八重奏 銅 フェルナンデス シェリト・リンド
88 阿南 中学校 木管八重奏 銀 ラモー 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ
89 富田 中学校 木管八重奏 金 フェルナンデス シェリト・リンド
90 城東 中学校 木管八重奏 銅 アルベニス イベリア　より　エリターニャ
91 鳴門市第二 中学校 木管七重奏 ロシア民謡 ともしび
92 城ノ内 中学校 木管七重奏 銅 スコットランド民謡 アニー・ローリー
93 上八万 中学校 木管六重奏 銀 カセッラ 「11の小品」より
94 徳島 中学校 木管五重奏 ハイドン ディヴェルティメント
95 南部 中学校 木管五重奏 銀 ドヴォルザーク スラヴ舞曲第10番　ホ短調
96 城西 中学校 木管五重奏 金 ハイドン ディヴェルティメント
97 徳島 中学校 木管五重奏 銅 福島　弘和 ミュルミュール
98 鳴門市第一 中学校 木管五重奏 銀 ダンツィ 木管五重奏曲　変ロ長調　作品56－1
99 坂野 中学校 木管五重奏 モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク
100 鳴門教育大学付属 中学校 混成八重奏 銅 ドビュッシー ディアーヌ序曲
101 国府 中学校 混成八重奏 銀 リアドフ 「8つのロシア民謡」より
102 城東 中学校 混成八重奏 銀 プロコフィエフ 「ピーターと狼」より


