
№ 編成 演奏曲 作曲者 結果

1 鳴門市第一 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン シンフォネット Ｄ．ベネット 金

2 加茂名 中学校 サクソフォーン４重奏 グラーヴェとプレスト Ｊ．リヴィエ 金

3 八万 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏曲第１番 作品５３より Ｊ．Ｂ．サンジュレー 棄権

4 阿南 中学校 サクソフォーン４重奏 アリオンの琴歌 八木澤 教司 銀

5 鳴門教育大学附属 中学校 サクソフォーン４重奏 喜歌劇｢メリーウィドウ｣セレクション Ｆ．レハール 銀

6 北島 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏のための｢ラグタイム組曲｣ Ｓ．ジョプリン 銀

7 小松島 中学校 サクソフォーン４重奏 四重奏曲よりパピヨン Ｆ．Ｍ．ジャンジャン 銀

8 北島 中学校 サクソフォーン３重奏 ３つの小品 Ｗ．レビコフ 銅

9 国府 中学校 サクソフォーン３重奏 パッション 高橋 伸哉 金

10 鳴門市第一 中学校 クラリネット８重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金

11 八万 中学校 クラリネット７重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金

12 藍住 中学校 クラリネット６重奏 アラベスク第１番 Ｃ．ドビュッシー 金

13 北島 中学校 クラリネット６重奏 アイルランド組曲 Ｅ．Ａ．デル＝ボルゴ 銀

14 国府 中学校 クラリネット５重奏 カレイドスコープ Ｒ．Ｔ．ロレンツ 金

15 阿南 中学校 クラリネット５重奏 スパイラル・タワー・クインテット 鈴木 英史 金

16 鳴門教育大学附属 中学校 クラリネット５重奏 フォスター・ラプソディ 鈴木 英史 銅

17 加茂名 中学校 クラリネット４重奏 四重奏曲 Ｃ．ベーム 金

18 小松島 中学校 クラリネット４重奏 クラリネット・ラプソディ Ｄ．ベネット 金

19 鴨島第一 中学校 フルート４重奏 コロラトゥーラ 八木澤 教司 銀

20 鳴門市第一 中学校 フルート４重奏 アルカディ Ｍ．ベルトミュ－ 金

21 八万 中学校 フルート４重奏 フィオリトゥーラ 八木澤 教司 金

22 北島 中学校 フルート３重奏 雪灯りの幻想 福島 弘和 金

23 阿南 中学校 フルート３重奏 トリプルあいす 八木澤 教司 金

24 鳴門教育大学附属 中学校 フルート３重奏 あやつり人形 第３巻より Ｂ．マルティヌー 銀

25 小松島 中学校 フルート３重奏 ロンド・スケルツァンド Ｊ．ハイドン 金

26 加茂名 中学校 フルート３重奏 三重奏曲 Ｃ．クンマー 金

27 鳴門教育大学附属 中学校 フルート３重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 金

28 北島 中学校 フルート３重奏 トリプルあいす 八木澤 教司 金

29 石井 中学校 木管８重奏 歌劇「プラテー｣より バレエ音楽Ⅱ Ｊ．Ｐ．ラモー 金

30 南部 中学校 木管８重奏 フーガⅠ Ｊ．Ｓ．バッハ 銀

31 城ノ内 中学校 木管８重奏 歌劇「プラテー｣より バレエ音楽Ⅱ Ｊ．Ｐ．ラモー 金

32 加茂名 中学校 木管６重奏 性格的な舞曲 Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー 金

33 徳島 中学校 木管５重奏 ディヴェルティメント Ｊ．ハイドン 銀

34 鳴門市第一 中学校 木管５重奏 メセナの丘で 荒川 洋 銀

35 徳島 中学校 木管５重奏 木管五重奏曲 変ロ長調 Ｆ．ダンツィ 金

36 山城 中学校 木管３重奏 日本風バッハ 石川 亮太 銅

37 藍住 中学校 木管３重奏 イディール 福田 洋介 金

38 石井 中学校 混成８重奏 交響曲第５番より第１楽章 Ｆ．シューベルト 銀

39 国府 中学校 混成８重奏 テレプシコーレ舞曲集より Ｍ．プレトリウス 金

40 三加茂 中学校 混成８重奏 ゴリウォーグのケークウォーク Ｃ．ドビュッシー 銀

41 鴨島第一 中学校 混成６重奏 ３つの小品 飯島 俊成 銀

42 北島 中学校 混成５重奏 メヌエット Ｌ．ボッケリーニ 銀

43 城西 中学校 サクソフォーン５重奏 サマータイム Ｇ．ガーシュウィン 銀

44 川内 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏曲第１番 作品５３より Ｊ．Ｂ．サンジュレ－ 銀

45 冨田 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン シンフォネッタ Ｄ．ベネット 銅

46 城東 中学校 サクソフォーン４重奏 サクソフォーン四重奏曲第１番 作品５３より Ｊ．Ｂ．サンジュレ－ 金

47 城西 中学校 サクソフォーン４重奏 アンダンテとスケルツェット Ｐ．ランティエ 金

48 坂野 中学校 サクソフォーン４重奏 セントルイス・ブルース Ｗ．Ｃハンディ 銀

49 阿南第一 中学校 サクソフォーン４重奏 喜歌劇｢メリーウィドウ｣セレクション Ｆ．レハール 金

50 藍住東 中学校 サクソフォーン３重奏 アミューズメント・パーク組曲 高橋 宏樹 金

51 那賀川 中学校 サクソフォーン３重奏 アミューズメント・パーク組曲 高橋 宏樹 銀

52 城西 中学校 クラリネット８重奏 ルーマニア民族舞曲 Ｂ．バルトーク 銅

53 富田 中学校 クラリネット７重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金

54 城東 中学校 クラリネット５重奏 ミニチュア・タウン 石毛 里佳 銀

55 川内 中学校 クラリネット５重奏 フォスター・ラプソディ 鈴木 英史 金

56 那賀川 中学校 クラリネット５重奏 喜歌劇｢メリーウィドウ｣セレクション Ｆ．レハール 銀

57 藍住東 中学校 クラリネット４重奏 ピアノソナタＫ．５４５より第１楽章 Ｗ．Ａ．モーツァルト 銅

58 川内 中学校 クラリネット４重奏 スケルツェット・パヴァーヌとゴパック Ｇ．ジェイコブ 金

59 城西 中学校 クラリネット４重奏 弦楽四重奏曲第１２番“アメリカ”より第４楽章 Ａ．ドヴォルザーク 銀

60 津田 中学校 クラリネット４重奏 ディヴェルティメント Ａ．ウール 金

61 阿南第一 中学校 クラリネット４重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤 教司 金

62 藍住東 中学校 フルート４重奏 コロラトゥーラ 八木澤 教司 金

63 川内 中学校 フルート４重奏 笛吹きたちの休日 Ｊ．カステレーデ 金

64 城西 中学校 フルート４重奏 想い出は銀の笛 三浦 真理 銀

65 富田 中学校 フルート３重奏 ロンド スケルツァンド Ｊ．ハイドン 銅

66 城東 中学校 フルート３重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 金

67 津田 中学校 フルート３重奏 ２つの三重奏曲 作品２７ Ｌ．ジアネッラ 銀

68 上板 中学校 木管８重奏 バレエ音楽｢恋は魔術師｣よりパントマイム，火祭りの踊り Ｍ．Ｄｅ．ファリャ 金

69 阿南第一 中学校 木管８重奏 歌劇「五月の夜」より Ｎ．リムスキー＝コルサコフ 金

70 城西 中学校 木管５重奏 ディヴェルティメント Ｊ．ハイドン 銅

71 富田 中学校 木管５重奏 木管五重奏曲 変ロ長調 Ｆ．ダンツィ 銀

72 城西 中学校 木管５重奏 あなたが欲しい Ｅ．サティ 銅

73 坂野 中学校 木管４重奏 ゴリウォーグのケークウォーク Ｃ．ドビュッシー 銅

74 松茂 中学校 木管４重奏 歌劇「フィガロの結婚」序曲 Ｗ．Ａ．モーツァルト 銅

75 那賀川 中学校 木管４重奏 よい声で ３．５．６ Ｆ．シュミット 銀

76 松茂 中学校 木管４重奏 １０の小品より｢ガヴォット｣｢リゴドン｣ Ｓ．プロコフィエフ 銀

77 坂野 中学校 木管４重奏 アイネ・クライネ・ナハトムジーク Ｗ．Ａ．モーツァルト 銅

78 上八万 中学校 木管３重奏 ｢４４の小品｣より Ｂ．バルトーク 銅
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