
順 団体名 編成 作曲 演奏曲名 結果

1 徳島中学校 打楽器５重奏 猪俣 猛 「大地の鼓動」自由への戦い 銀
2 阿南中学校 打楽器５重奏 野本 洋介 ルナ 銅
3 国府中学校 打楽器４重奏 三木 稔 マリンバ・スピリチュアル 代表金
4 松茂中学校 打楽器４重奏 高橋 宏樹 宝島への地図 銀
5 川内中学校 打楽器４重奏 八木澤 教司 スピリチュアル 銀
6 加茂名中学校 打楽器４重奏 シローン ４人のための４分の４ 金
7 上八万中学校 打楽器４重奏 小長谷 宗一 パル 金
8 城ノ内中学校 打楽器４重奏 片岡 寛晶 獅子神楽～４人の打楽器奏者のために～ 銀
9 阿南第一中学校 打楽器４重奏 高橋 宏樹 宝島への地図 金
10 北島中学校 打楽器４重奏 金田 真一 エオリアン・カルテット 銅
11 山城中学校 打楽器４重奏 山本 教生 ポップトーン 銅
12 鳴門市第一中学校 打楽器３重奏 野本 洋介 クレセント 金
13 城西中学校 打楽器３重奏 石毛 里佳 夢幻 銀
14 藍住中学校 打楽器３重奏 金田 真一 エオリアン・トリオ 銅
15 城東中学校 打楽器３重奏 野本 洋介 クレセント 代表金
16 鴨島第一中学校 打楽器３重奏 石毛 里佳 夢幻 銅
17 鳴門市第一中学校 金管８重奏 プレトリウス テルプシコーレ舞曲集 金
18 那賀川中学校 金管８重奏 福島 弘和 選ばれた場所 銀
19 国府中学校 金管８重奏 プレトリウス テルプシコーレ舞曲集より ルネサンス舞曲集 代表金
20 阿南第一中学校 金管８重奏 辻 峰拓 「王様と小人」序曲 銅
21 加茂名中学校 金管８重奏 福田 洋介 華円舞 銀
22 川内中学校 金管８重奏 兼田 敏 ２つのニグロ・スピチュアル 銀
23 八万中学校 金管８重奏 福田 洋介 華円舞 銀
24 富田中学校 金管８重奏 ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー 銀
25 城西中学校 金管８重奏 カンプラ 華麗なるヨーロッパより 銀
26 城ノ内中学校 金管８重奏 福田 洋介 華円舞 金
27 石井中学校 金管８重奏 八木澤 教司 蒼光の紋章～終わりなき時への哀歌 金
28 藍住東中学校 金管７重奏 フチーク フローレンス組曲 銅
29 鳴門教育大学附属中学校 金管６重奏 ヴィヴァルディ グロリアより Ⅰ 銅
30 坂野中学校 金管５重奏 エヴァルド 金管五重奏曲第１番 銅
31 徳島中学校 金管５重奏 広瀬 勇人 コッツウォルズの風景 銀
32 鳴門市第一中学校 金管５重奏 ロブリー アメリカのイメージ 銀
33 城東中学校 サクソフォーン４重奏 サンジュレー サクソフォーン四重奏曲 第１番Ⅳ 銀
34 鳴門市第一中学校 サクソフォーン４重奏 ベネット サクソフォーン シンフォネット 銀
35 加茂名中学校 サクソフォーン４重奏 リヴィエ グラーヴェとプレスト 金
36 阿南第一中学校 サクソフォーン４重奏 レハール 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション 銅
37 城西中学校 サクソフォーン４重奏 ランティエ アンダンテとスケルツェット 銀
38 国府中学校 サクソフォーン３重奏 高橋 伸哉 パッション 銅
39 藍住東中学校 サクソフォーン３重奏 高橋 宏樹 アミューズメント・パーク組曲 銀
40 鳴門市第一中学校 クラリネット８重奏 ネリベル コラールと舞曲 銀
41 八万中学校 クラリネット７重奏 ネリベル コラールと舞曲 銀
42 富田中学校 クラリネット７重奏 ネリベル コラールと舞曲 金
43 藍住中学校 クラリネット６重奏 ドビュッシー アラベスク 第１番 銀
44 川内中学校 クラリネット５重奏 鈴木 英史 フォスター・ラプソディ 銅
45 阿南中学校 クラリネット５重奏 鈴木 英史 スパイラル・タワー・クインテット 銅
46 国府中学校 クラリネット５重奏 ロレンツ カレイドスコープ 代表金
47 阿南第一中学校 クラリネット４重奏 八木澤 教司 お団子ヘアの女の子 銀
48 小松島中学校 クラリネット４重奏 ベネット クラリネット・ラプソディ 銀
49 津田中学校 クラリネット４重奏 ウール ディヴェルティメント 銀
50 加茂名中学校 クラリネット４重奏 ベーム 四重奏曲 銀
51 川内中学校 クラリネット４重奏 ジェイコブ スケルツェット・パヴァーヌとゴパック 銅
52 八万中学校 フルート４重奏 八木澤 教司 フィオリトゥーラ 銀
53 藍住東中学校 フルート４重奏 八木澤 教司 コロラトゥーラ 銀
54 川内中学校 フルート４重奏 カステレーデ 笛吹きたちの休日 金
55 鳴門市第一中学校 フルート４重奏 ベルトミュー アルカディ 銀
56 北島中学校 フルート３重奏 八木澤 教司 トリプルあいす 銀
57 加茂名中学校 フルート３重奏 クンマー トリオ 金
58 阿南中学校 フルート３重奏 八木澤 教司 トリプルあいす 金
59 城東中学校 フルート３重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 金
60 小松島中学校 フルート３重奏 ハイドン ロンド・スケルツァンド 銀
61 鳴門教育大学附属中学校 フルート３重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 金
62 北島中学校 フルート３重奏 福島 弘和 雪灯りの幻想 金
63 上板中学校 木管８重奏 ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム・火祭りの踊り 銅
64 阿南第一中学校 木管８重奏 リムスキー＝コルサコフ 歌劇「五月の夜」より 銀
65 石井中学校 木管８重奏 ラモー 歌劇「プラテー」より バレエ音楽Ⅲ 銀
66 城ノ内中学校 木管８重奏 ラモー 歌劇「プラテー」より バレエ音楽Ⅱ 銀
67 加茂名中学校 木管６重奏 チャイコフスキー 性格的な舞曲 銀
68 徳島中学校 木管５重奏 ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品５６ 代表金
69 藍住中学校 木管３重奏 福田 洋介 イディール 金
70 国府中学校 混成８重奏 プレトリウス テレプシコーレ舞曲集より 金
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