
番 団体名 編成 結果 曲名
1 徳島北高等学校 ホルン四重奏 銀 E.ボザ ホルン四重奏のための組曲
2 徳島北高等学校 トランペット三重奏 銅 J.マクラウド トランペットの回転木馬
3 城北高等学校 金管八重奏 金 C.ジェルヴェーズ フランス ルネサンス舞曲集
4 城ノ内高等学校 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」
5 富岡西高等学校 金管八重奏 代表金 真島 俊夫 ジャスト・スパークリング・タイム
6 鳴門高等学校 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」
7 城南高等学校 金管八重奏 金 G.ガブリエリ 第１旋法によるカンツォン
8 徳島北高等学校 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」
9 脇町高等学校 金管八重奏 高橋 宏樹 金管八重奏のための文明開化の鐘
10 徳島商業高等学校 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」
11 城北高等学校 金管八重奏 金 福田 洋介 華演舞
12 城ノ内高等学校 金管八重奏 金 H.パーセル アブデラザール組曲より
13 徳島市立高等学校 金管七重奏 銅 高橋 伸哉 金管七重奏のための「ティー・タイム」
14 富岡西高等学校 金管六重奏 銅 L.V.ベートーヴェン 交響曲第６番より アレグロ
15 鳴門第一高等学校 金管五重奏 鈴木 英史 フォスター・ラプソディー
16 徳島商業高等学校 打楽器七重奏 銀 野本 洋介 ミラ
17 徳島北高等学校 打楽器七重奏 代表金 J.グラステイル ヴォルケーノ・タワー～７人の打楽器奏者のための～
18 城ノ内高等学校 打楽器五重奏 金 野本 洋介 ルナ
19 鳴門高等学校 打楽器四重奏 銀 高橋 宏樹 宝島への地図
20 城北高等学校 打楽器三重奏 銀 福田 洋介 ラプソディーⅢ 凛
21 富岡西高等学校 打楽器三重奏 銀 野本 洋介 クレセント
22 城南高等学校 打楽器三重奏 銀 山澤 洋之 月迷宮 大神
23 城北高等学校 サクソフォーン七重奏 銀 H.ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ第１番より １序奏・・エンボラーダ
24 徳島北高等学校 サクソフォーン五重奏 銅 鈴木 英史 フォスター・ラプソディー
25 城ノ内高等学校 サクソフォーン四重奏 金 A.デザンクロ サクソフォーン四重奏曲より 第３楽章
26 徳島商業高等学校 サクソフォーン四重奏 銅 戸田 顕 サクソニック・ダンス
27 徳島北高等学校 サクソフォーン三重奏 高橋 伸哉 パッション
28 城南高等学校 サクソフォーン三重奏 銅 高橋 伸哉 パッション
29 城北高等学校 クラリネット八重奏 銀 樽屋 雅徳 絵のない絵本～第１２夜～
30 城南高等学校 クラリネット七重奏 銀 V.ネリベル コラールと舞曲
31 鳴門高等学校 クラリネット六重奏 銅 真島 俊夫 ジョイフル クラリネッツ
32 徳島北高等学校 クラリネット六重奏 銀 M.ラヴェル 「クープランの墓」より 前奏曲、リゴードン
33 富岡西高等学校 クラリネット五重奏 銀 A.ピアソラ アディオス・ノニーノ
34 脇町高等学校 クラリネット四重奏 C.グランドマン カプリス
35 城北高等学校 クラリネット三重奏 銀 M.プート 三重奏曲
36 徳島商業高等学校 クラリネット三重奏 金 石毛 里佳 ウェントス
37 徳島北高等学校 フルート五重奏 銀 J.B.deボアモルティエ ５本のフルートのための協奏曲 作品１５
38 城南高等学校 フルート三重奏 金 石毛 里佳 碧い月の神話
39 脇町高等学校 フルート三重奏 銅 八木澤 教司 トリプルあいす
40 城北高等学校 フルート三重奏 代表金 石毛 里佳 碧い月の神話
41 富岡西高等学校 木管七重奏 金 G.ガーシュイン プレリュード
42 徳島北高等学校 木管六重奏 C.ドビッシー 夢
43 城ノ内高等学校 木管五重奏 J.ハイドン ディヴェルティメント
44 城北高等学校 木管五重奏 銀 J.イベール ３つの小品より Ⅰ，Ⅲ
45 鳴門高等学校 木管五重奏 銅 F.ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品５６－１
46 徳島市立高等学校 木管五重奏 銀 J.イベール ３つの小品
47 徳島商業高等学校 木管五重奏 銅 B.バルトーク ルーマニア民族舞曲
48 城東高等学校 木管三重奏 銅 C.ケックラン 三重奏曲 作品９２
49 城東高等学校 木管三重奏 金 J.イベール トリオのための５つの小品
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