
第３５回徳島県アンサンブルコンテスト～高等学校部門～
番 学校名 編成 作曲者名 演奏曲名
1 徳島北 高等学校 ホルン四重奏 棄権 ボザ 4本のホルンのための組曲 より
2 徳島北 高等学校 トランペット四重奏 バッハ 管弦楽組曲「第三番」より ジーグ
3 城北 高等学校 金管八重奏 銀 福田 昌範 組曲「海の情景」より 第2，第3の情景
4 城東 高等学校 金管八重奏 銀 プレトリウス テルプシコーレ舞曲集 より
5 鳴門 高等学校 金管八重奏 銀 兼田 敏 二つのニグロ・スピリチュアル
6 城北 高等学校 金管八重奏 銅 プレトリウス テルプシコーレ舞曲集 より
7 富岡西 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」
8 城ノ内 高等学校 金管八重奏 銀 福田 洋介 華円舞
9 城北 高等学校 金管八重奏 銅 渡部 哲哉 花柳の舞
10 富岡西 高等学校 金管七重奏 ジョプリン ジョプリン・ミュージックⅡ
11 小松島 高等学校 金管六重奏 銅 ドビュッシー シャルル＝ドルレアンの3つの歌
12 城南 高等学校 金管六重奏 銀 八木澤 教司 タランテラ
13 脇町 高等学校 金管五重奏 ファーナビー 空想・おもちゃ・夢
14 徳島北 高等学校 金管五重奏 銀 日本民謡 金管五重奏のための三つの日本民謡によるパラフレーズ
15 徳島市立 高等学校 金管五重奏 銅 ファーナビー 空想・おもちゃ・夢
16 板野 高等学校 金管五重奏 マウラー 3つの小品

17 徳島商業 高等学校 金管五重奏 代表金 シャイト 戦いの組曲
18 脇町 高等学校 金管五重奏 渡邊 大海 チューリップ・ブラス・ロック
19 城ノ内 高等学校 金管四重奏 バルトーク 「27のハンガリー民謡」より
20 徳島北 高等学校 管打楽器八重奏 銀 グレアム ノーザン地方の情景 より 4．飛翔
21 城北 高等学校 打楽器七重奏 銅 金田 真一 カプリス
22 城ノ内 高等学校 打楽器六重奏 銀 ホルスト 組曲「惑星」より 木星
23 徳島商業 高等学校 打楽器五重奏 金 レオナルド サーカス
24 小松島 高等学校 打楽器五重奏 銅 シローン 打楽器のための序曲
25 城南 高等学校 打楽器五重奏 金 野本 洋介 セレスティアル アンソロジー　～ケフェウス～
26 徳島北 高等学校 打楽器五重奏 銅 ゴーガー ゲインズボロー
27 富岡西 高等学校 打楽器四重奏 銅 シローン 4人の奏者のための4分の4
28 鳴門 高等学校 打楽器四重奏 銅 小長谷 宗一 パル
29 鳴門 高等学校 サクソフォーン五重奏 銀 天野 正道 セカンド・バトル
30 脇町 高等学校 サクソフォーン四重奏 ベネット サクソフォーン・シンフォネット
31 富岡西 高等学校 サクソフォーン四重奏 銀 正門 研一 イマージュ　～サクソフォーン四重奏のために～
32 小松島 高等学校 サクソフォーン四重奏 銅 サンジュレー 四重奏曲第1番 第4楽章
33 阿波 高等学校 サクソフォーン四重奏 銅 フロレンツォ 南アメリカ組曲
34 徳島北 高等学校 サクソフォーン四重奏 金 長生 淳 彗星 トルヴェールの〈惑星〉より
35 城北 高等学校 サクソフォーン四重奏 金 デザンクロ 四重奏曲 より 第3楽章
36 城南 高等学校 サクソフォーン三重奏 金 髙橋 伸哉 パッション
37 徳島北 高等学校 サクソフォーン三重奏 銅 オストランスキー 3つの小品
38 城ノ内 高等学校 サクソフォーン三重奏 銀 髙橋 伸哉 パッション
39 城ノ内 高等学校 クラリネット八重奏 銀 樽屋 雅徳 絵のない絵本　～第12夜～

40 城北 高等学校 クラリネット八重奏 代表金 八木澤 教司 パーテル・ノステル
41 脇町 高等学校 クラリネット七重奏 森田 一浩 サンバ・オスティナート
42 鳴門 高等学校 クラリネット七重奏 銀 ウーバー マスク
43 城南 高等学校 クラリネット六重奏 金 ドビュッシー 弦楽四重奏曲 より 第1楽章
44 徳島商業 高等学校 クラリネット五重奏 銀 白川 毅夫 クラリネット・ファイヴ
45 徳島北 高等学校 クラリネット五重奏 銅 白川 毅夫 クラリネット・ファイヴ
46 富岡西 高等学校 クラリネット三重奏 銅 フンメル 三重奏曲 変ロ長調
47 城南 高等学校 フルート五重奏 銀 ボアモルティエ 5本のフルートのための6つの協奏曲第4番 より
48 徳島北 高等学校 フルート四重奏 銅 ベルトミュー アルカディ
49 城北 高等学校 フルート四重奏 銀 ウーテル アダージョとスケルツォ 作品77
50 脇町 高等学校 フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話
51 小松島 高等学校 フルート三重奏 銅 アルビージ 小組曲第2番 より 春の歌
52 城東 高等学校 フルート三重奏 銀 クーラウ 三重奏曲 第1番 作品86

53 名西 高等学校 フルート三重奏 代表金 クンマー 三重奏曲 ハ長調 作品53
54 鳴門 高等学校 木管五重奏 ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品56－1
55 城東 高等学校 木管五重奏 銅 イベール 3つの小品
56 徳島市立 高等学校 木管五重奏 金 ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品56－1
57 城北 高等学校 木管五重奏 銀 ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品56－1
58 徳島北 高等学校 木管四重奏 銀 ボザ 夜の音楽のための3つの小品
59 城西 高等学校 混成七重奏 スーサ 行進曲「海を越えた握手」
60 阿波 高等学校 混成六重奏 銅 天野 正道 ル・カオス・エ・ラルモニエ


