
第３６回徳島県アンサンブルコンテスト～中学校部門～
№ 団体名 編成 結 果 作曲者名 演奏曲名
1藍住 中学校 打楽器八重奏 ブランド ティファナ・サンバ
2上八万 中学校 打楽器八重奏 代表金グラステイル ジャンヌ・ダルク ８つの打楽器群のための
3鳴門市第一 中学校 打楽器七重奏 金 金田 真一 カプリス
4徳島 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
5城ノ内 中学校 打楽器七重奏 銀 野本 洋介 ミラ
6富田 中学校 打楽器七重奏 銀 金田 真一 カプリス
7城西 中学校 打楽器六重奏 代表金髙橋 伸哉 ６人の打楽器奏者のための”ジャグラー”
8国府 中学校 打楽器六重奏 金 金田 真一 カプリス
9北島 中学校 打楽器五重奏 櫛田 胅之扶 華音
10小松島 中学校 打楽器五重奏 銀 猪俣 猛 「大地の鼓動」”自由への戦い”
11鳴門教育大学付属 中学校 打楽器五重奏 銅 山本 教生 バッカスダンス
12南部 中学校 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～
13阿南 中学校 打楽器五重奏 銅 櫛田 胅之扶 イントロダクション アンド ダンス NO.２
14加茂名 中学校 打楽器四重奏 金 シローン ４人のための４分の４
15松茂 中学校 打楽器四重奏 銀 金田 真一 エオリアン・カルテット
16那賀川 中学校 打楽器四重奏 銀 シローン ４人のための４分の４
17川内 中学校 打楽器四重奏 シュミット 打ち鳴らすロンド
18板野 中学校 打楽器三重奏 金田 真一 エオリアン・トリオ
19城東 中学校 打楽器三重奏 代表金野本 洋介 クレセント
20鳴門市第二 中学校 管打楽器八重奏 プロコフィエフ 「ピーターと狼」より
21藍住東 中学校 管打楽器八重奏 銅 天野 正道 トォロワジエム・バレエ・シメリック
22板野 中学校 管打楽器六重奏 バデルト パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン
23国府 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
24徳島 中学校 金管八重奏 銅 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ
25藍住 中学校 金管八重奏 ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番
26川内 中学校 金管八重奏 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ
27鴨島第一 中学校 金管八重奏 銀 ドビュッシー 子供の領分より「ゴリウォーグのケークウォーク」
28小松島 中学校 金管八重奏 金 八木澤 教司 イントラーダ～金管八重奏のための～
29阿南 中学校 金管八重奏 銅 ガーシュウィン ラプソディ・イン・ブルー
30板野 中学校 金管八重奏 銅 八木澤 教司 イントラーダ～金管八重奏のための～
31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 ルネサンス舞曲集
32鳴門教育大学付属 中学校 金管八重奏 銅 高橋 宏樹 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」
33南部 中学校 金管八重奏 金 福田 洋介 華円舞
34津田 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」
35北島 中学校 金管八重奏 ディーリアス 夏の夜に水上で歌われる２つの歌
36城西 中学校 金管八重奏 金 福田 洋介 華円舞
37城ノ内 中学校 金管八重奏 銀 ガーシュウィン クラップ・ヨー・ハンズ
38加茂名 中学校 金管八重奏 銀 福田 洋介 華円舞
39阿南 中学校 金管七重奏 カリンニコフとタネーエフ２つのロシア聖教歌
40鴨島東 中学校 金管七重奏 銅 ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー
41山川 中学校 金管六重奏 黒人霊歌 川辺におりて
42鳴門市第一 中学校 金管六重奏 金 サルツェド 「ディヴェルティメント」より
43城東 中学校 金管六重奏 銀 ウーバー パントマイム
44那賀川 中学校 金管六重奏 銀 ガーシュウィン すべてを忘れよう
45藍住東 中学校 金管五重奏 チャイコフスキー 花のワルツ
46松茂 中学校 金管五重奏 銀 シャイト カンツォン ベルギカム
47石井 中学校 金管五重奏 銀 マクドナルド 海のスケッチ
48八万 中学校 金管五重奏 金 ハーニス ３つのエピソード
49富田 中学校 金管三重奏 プーランク ソナタ
50小松島 中学校 サクソフォーン五重奏 銅 飯島 俊成 ソナチネⅠ，Ⅱ
51藍住 中学校 サクソフォーン四重奏 マクダウェル 「森のスケッチ」より のばらに寄す，鬼火，リーマスおじさんから
52八万 中学校 サクソフォーン四重奏 銀 フランセ 小四重奏曲
53鴨島東 中学校 サクソフォーン四重奏 銀 ナザレー エスコレガントとエポニーナとブレジェイロ
54城西 中学校 サクソフォーン四重奏 金 サンジュレー 四重奏曲第１番作品５３
55鳴門市第一 中学校 サクソフォーン四重奏 金 正門 研一 イマージュ～サクソフォーン四重奏のために～
56北島 中学校 サクソフォーン四重奏 マクダウェル 「森のスケッチ」より のばらに寄す，鬼火，リーマスおじさんから
57南部 中学校 サクソフォーン四重奏 金 サンジュレー 四重奏曲第１番作品５３
58津田 中学校 サクソフォーン四重奏 銀 ジャンジャン 四重奏曲
59鳴門教育大学付属 中学校 サクソフォーン三重奏 銀 グラナドス スペイン舞曲集より ガランテ，バレンシアーナ
60加茂名 中学校 サクソフォーン三重奏代表金髙橋 伸哉 パッション
61国府 中学校 クラリネット七重奏 金 ネリベル コラールと舞曲
62鳴門市第一 中学校 クラリネット七重奏 金 ジェイコブ 序奏とロンド
63藍住 中学校 クラリネット六重奏 銅 ドビュッシー アラベスク第１番
64小松島 中学校 クラリネット五重奏 銀 鈴木 英史 フォスター・ラプソディ
65津田 中学校 クラリネット五重奏 銀 ベートーヴェン ピアノソナタ第８番「悲愴」より
66八万 中学校 クラリネット五重奏 銀 森田 一浩 キラキラ星による変奏曲
67北島 中学校 クラリネット五重奏 ドビュッシー 前奏曲集第１集より 亜麻色の髪の乙女
68鳴門教育大学付属 中学校 クラリネット五重奏 銅 森田 一浩 キラキラ星による変奏曲
69石井 中学校 クラリネット四重奏 銅 メンデルスゾーン カンツォネッタ
70南部 中学校 クラリネット四重奏 金 ハーヴェイ ファンタジア
71城ノ内 中学校 クラリネット四重奏 金 モーツァルト 弦楽四重奏「狩り」よりメヌエット
72城西 中学校 クラリネット四重奏 銀 ベートーヴェン ピアノソナタ第８番「悲愴」より ２，３楽章
73徳島 中学校 クラリネット三重奏 銅 田中 久美子 睡蓮



第３６回徳島県アンサンブルコンテスト～中学校部門～
№ 団体名 編成 結 果 作曲者名 演奏曲名
74藍住 中学校 フルート四重奏 銀 ボザ 夏山の一日
75南部 中学校 フルート四重奏 金 カステレード 「笛吹きたちの休日」よりパストラーレ
76加茂名 中学校 フルート四重奏 金 ベルトミュー アルカディ
77津田 中学校 フルート四重奏 銀 ボザ 夏山の一日
78石井 中学校 フルート三重奏 銅 ハイドン ロンド・スケルツァンド
79小松島 中学校 フルート三重奏 銅 石毛 里佳 碧い月の神話
80城西 中学校 フルート三重奏 金 モーツァルト アレグロ コンチェルタンテ
81八万 中学校 フルート三重奏 銅 石毛 里佳 碧い月の神話
82国府 中学校 木管八重奏 銀 ラヴェル ３つの歌
83阿南 中学校 木管八重奏 銀 アルベニス イベリアよりエリターニャ
84国府 中学校 木管八重奏 代表金ローゼンブラット ビゼー”カルメン”の主題によるファンタジー
85城ノ内 中学校 木管七重奏 銀 ケーラー 「キンダーアルバム」より お庭で，こどものワルツ，大好きな場所
86那賀川 中学校 木管六重奏 銀 グロンダール 幻想小曲集第４巻より
87徳島 中学校 木管五重奏 銅 ハイドン ディヴェルティメント
88城西 中学校 木管五重奏 銀 バルトーク ルーマニア民族舞曲
89徳島 中学校 木管五重奏 銅 ファルカッシュ １７世紀のハンガリー舞曲集
90松茂 中学校 木管三重奏 銀 バルトーク 「４４の小品」より
91鴨島第一 中学校 木管三重奏 アメリカ民謡 ３つのアメリカ民謡
92城東 中学校 木管三重奏 銀 バルトーク 「４４の小品」より


