
第３７回徳島県アンサンブルコンテスト～小学校部門・中学校部門 審査結果～
番 団体名 編成 結果 曲名

1 鳴門西小学校 トロンボーン四重奏 金 E..R.ミラー メイン ストリート
1 国府中学校 打楽器八重奏 金 宍倉 晃 最後のロマンス
2 阿南中学校 打楽器八重奏 銀 金田 真一 ソナチネ
3 城西中学校 打楽器七重奏 金 金田 真一 カプリス
4 松茂中学校 打楽器六重奏 銀 金田 真一 カプリス
5 富田中学校 打楽器六重奏 銅 M.ペーター ア・ラ・サンバ
6 鳴門教育大学附属中学校 打楽器六重奏 銀 金田 真一 カプリス
7 城ノ内中学校 打楽器六重奏 銀 金田 真一 カプリス
8 津田中学校 打楽器五重奏 銀 野本 洋介 ルナ
9 川内中学校 打楽器五重奏 銅 D.ミラー ５つの小品

10 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～
11 鳴門市第一中学校 打楽器五重奏 銀 樽屋 雅徳 光の隙間
12 八万中学校 打楽器五重奏 銀 西原 大樹 ジムナスティック・ゲームス
13 北島中学校 打楽器四重奏 銀 高橋 宏樹 宝島の地図
14 那賀川中学校 打楽器四重奏 銀 八木澤 教司 スピリチュアル
15 板野中学校 打楽器四重奏 銀 高橋 宏樹 宝島の地図
16 加茂名中学校 打楽器四重奏 金 A.J.シローン ４人のための４分の４
17 藍住中学校 打楽器三重奏 銅 金田 真一 エオリアン・トリオ
18 城東中学校 打楽器三重奏 代表金 野本 洋介 クレセント
19 藍住東中学校 管打楽器八重奏 銀 天野 正道 ストラクチュア
20 鳴門市第一中学校 管打楽器七重奏 銀 後藤 洋 風のたわむれⅠ
21 上八万中学校 管打楽器六重奏 銅 M.プレトリウス テルプシコーレから４つのダンス
22 鳴門市第一中学校 バリテューバ四重奏 銅 F.レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション
23 城西中学校 金管八重奏 銅 兼田 敏 二つのニグロ・スピリチュアル
24 阿南第一中学校 金管八重奏 銅 L.ヤナーチェク モラヴィア民族舞曲集より
25 那賀川中学校 金管八重奏 銀 高橋 宏樹 伴天連
26 国府中学校 金管八重奏 金 森田 一浩 テルプシコーレⅠ
27 北島中学校 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」
28 鳴門市第一中学校 金管八重奏 金 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン 第２番
29 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」
30 山川中学校 金管八重奏 八木澤 教司 イントラーダ　～金管八重奏のための～
31 富田中学校 金管八重奏 銀 G.ガーシュイン ボギーとベスより
32 板野中学校 金管八重奏 銅 渡部 哲哉 花柳の舞
33 徳島中学校 金管八重奏 銅 G.ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン 第２番
34 城西中学校 金管八重奏 金 福島 弘和 選ばれた場所
35 城東中学校 金管八重奏 金 三澤 慶 花の狂乱
36 加茂名中学校 金管八重奏 金 大嶋 啓介 ミルキーウェイ
37 城ノ内中学校 金管八重奏 金 福田 洋介 華円舞
38 阿南中学校 金管八重奏 銀 森田 一浩 テルプシコーレⅠ
39 南部中学校 金管八重奏 銀 福田 洋介 華円舞
40 国府中学校 金管八重奏 代表金 M.プレトリウス 「テルプシコーレ」より ルネサンス舞曲集
41 八万中学校 金管八重奏 銅 F.シュミット 「ドイツの思い出」よりヴェルダー，ウィーン
42 板野中学校 金管六重奏 銅 兼田 敏 エピソード
43 石井中学校 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 津田中学校 金管五重奏 R.ロジャース 組曲「サウンド オブ ミュージック」より
45 川内中学校 金管五重奏 銅 J.ペツェル ソナタ第２２番
46 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
47 山城中学校 金管五重奏 酒井 格 序奏とアレグロ
48 鴨島東中学校 金管五重奏 P.I.チャイコフスキー 狩りの歌
49 藍住中学校 サクソフォーン六重奏 銅 B.バルトーク ルーマニア民族舞曲
50 津田中学校 サクソフォーン五重奏 W.A.モーツァルト 弦楽五重奏曲 第２番 ハ短調 K（ｹｯﾍﾙ）406 第１楽章
51 八万中学校 サクソフォーン五重奏 銅 渡部 哲哉 古都の彩
52 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
53 南部中学校 サクソフォーン四重奏 金 J.B.サンジュレー 四重奏曲 第１番 作品５３
54 鳴門教育大学附属中学校 サクソフォーン四重奏 金 高橋 宏樹 グリムの古城
55 富田中学校 サクソフォーン四重奏 銀 J.B.サンジュレー 四重奏曲 第１番 作品５３より 第１楽章
56 川内中学校 サクソフォーン四重奏 銅 P.ショルティーノ 異教徒の踊り
57 国府中学校 サクソフォーン四重奏 代表金 J.リヴィエ グラーヴェとプレスト
58 城西中学校 サクソフォーン四重奏 代表金 P.ショルティーノ 異教徒の踊り
59 北島中学校 サクソフォーン三重奏 銅 V.レビコフ ３つの小品
60 鴨島東中学校 サクソフォーン三重奏 銅 W.A.モーツァルト ディヴェルティメントより Ⅰ、Ⅴ
61 加茂名中学校 サクソフォーン三重奏 金 高橋 伸哉 パッション
62 国府中学校 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
63 城西中学校 クラリネット八重奏 金 八木澤 教司 カプリッチョ
64 松茂中学校 クラリネット七重奏 銀 G.ジェイコブ 序奏とロンド
65 富田中学校 クラリネット六重奏 銀 F.メンデルスゾーン 厳格なる変奏曲より
66 藍住中学校 クラリネット六重奏 銅 C.ドビッシー アラベスク 第１番
67 鳴門教育大学附属中学校 クラリネット五重奏 銅 鈴木 英史 フォスター ラプソディー
68 八万中学校 クラリネット五重奏 森田 一浩 キラキラ星による変奏曲
69 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 ラプソディー
70 阿南第一中学校 クラリネット四重奏 銅 R.グリエール ８つの小品
71 津田中学校 クラリネット四重奏 銀 A.ウール ディヴェルティメント
72 南部中学校 クラリネット四重奏 銀 P.ハーヴェイ ファンタジア
73 加茂名中学校 クラリネット四重奏 銀 C.ベーム 四重奏曲 へ長調
74 城西中学校 クラリネット四重奏 銀 三浦 真理 クローバー・ファンタジー
75 鳴門市第一中学校 クラリネット四重奏 銀 C.グランドマン バガテル
76 山城中学校 クラリネット三重奏 銀 石毛 里佳 ウェントス
77 加茂名中学校 フルート四重奏 銀 F.クーラウ グランド カルテット
78 藍住中学校 フルート四重奏 銀 J.カステレード 笛吹たちの休日
79 鳴門教育大学附属中学校 フルート三重奏 金 石毛 里佳 碧い月の神話
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 上八万中学校 木管八重奏 J.P.ラモー 歌劇「プラテー」より バレエ音楽Ⅱ
82 阿南中学校 木管八重奏 銅 M.ｄｅ.ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」より ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ、火祭りの踊り
83 国府中学校 木管七重奏 銅 O.レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア
84 那賀川中学校 木管七重奏 銅 W.A.モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K（ｹｯﾍﾙ）136
85 石井中学校 木管六重奏 P.I.チャイコフスキー 性格的な舞曲
86 城ノ内中学校 木管六重奏 銀 B.グロンダール 幻想小曲集 第４巻より
87 南部中学校 木管六重奏 銀 W.A.モーツァルト 交響曲第４０番 第１楽章
88 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
89 坂野中学校 木管五重奏 W.A.モーツァルト アイネ クライネ ナハトムジーク
90 城西中学校 木管五重奏 銅 J.ハイドン ディヴェルティメント
91 徳島中学校 木管五重奏 金 F.ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品５６－１
92 城東中学校 木管四重奏 A.バッターワース 年の終わり
93 山川中学校 木管三重奏 櫛田 鉄之助 風の祈り
94 城ノ内中学校 木管三重奏 銀 福田 洋介 スカーレット ステップス
95 国府中学校 混成八重奏 代表金 M.プレトリウス テルプシコーレ舞曲集より
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