
順 団体名 編成 作曲 演奏曲名 結果

1 城北高等学校 打楽器七重奏 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～ 代表金
2 城ノ内高等学校 打楽器六重奏 櫛田 月失之扶 イントロダクション アンド ダンス No.1 金
3 富岡西高等学校 打楽器六重奏 グラステイル ヴォルケーノ・タワー～６人の打楽器奏者のための～ 代表金
4 徳島北高等学校 打楽器五重奏 グラステイル シンデレラ～５人の打楽器奏者のための～ 銀
5 鳴門高等学校 打楽器四重奏 八木澤 教司 スピリチュアル 銀

6 城南高等学校 打楽器四重奏 山澤 洋之 花回廊/風龍
はなかいろう/ふうりゅう

銀

7 脇町高等学校 打楽器四重奏 八木澤 教司 スピリチュアル 銀
8 徳島商業高等学校 打楽器四重奏 野本 洋介 星物語～打楽器四重奏のための～ 銀
9 阿波高等学校 打楽器三重奏 山澤 洋之 石を割る華 銀
10 阿波高等学校 管打五重奏 夛川 王彦 管打楽器のためのウインターチューン 銅
11 城ノ内高等学校 金管八重奏 福島 弘和 選ばれた場所 銀
12 徳島北高等学校 金管八重奏 高橋 宏樹 金管八重奏のための文明開化の鐘 銀
13 城南高等学校 金管八重奏 シャルパンティエ テ・デウムより 金
14 徳島北高等学校 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～ 銀
15 鳴門高等学校 金管八重奏 プレトリウス テレプシコーレ舞曲集より 銀
16 富岡西高等学校 金管八重奏 高橋 宏樹 「月の旅人」より Ⅰ Ⅱ Ⅲ 金
17 城北高等学校 金管八重奏 福島 弘和 選ばれた場所 銀
18 小松島高等学校 金管八重奏 高橋 宏樹 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 銀
19 城ノ内高等学校 金管八重奏 プレトリウス テレプシコーレ舞曲集より 代表金
20 脇町高等学校 金管七重奏 高橋 伸哉 金管七重奏のための“ティー・タイム” 銅
21 城北高等学校 金管六重奏 福田 昌範 金管六重奏のための ラプソディー 銀
22 徳島商業高等学校 金管六重奏 福田 昌範 金管六重奏のための シンフォニックピース 金
23 徳島市立高等学校 金管五重奏 マクドナルド 海のスケッチより 第１・３楽章 金
24 城ノ内高等学校 サクソフォーン五重奏 石毛 里佳 ねがい（五重奏版） 金
25 城北高等学校 サクソフォーン四重奏 デサンクロ サクソフォーン四重奏曲より 銀
26 城南高等学校 サクソフォーン四重奏 長生 淳 「彗星」トルヴェールの＜惑星＞より 銀
27 徳島北高等学校 サクソフォーン四重奏 ジャンジャン 四重奏曲より 銀
28 脇町高等学校 サクソフォーン四重奏 八木澤 教司 アリオンの琴歌 銅
29 富岡西高等学校 サクソフォーン四重奏 ショルティーノ 異教徒の踊り 金
30 小松島高等学校 サクソフォーン四重奏 高 昌師 「茶摘み」によるディヴェルティメント 銅
31 徳島商業高等学校 サクソフォーン三重奏 高橋 伸哉 パッション 金
32 城ノ内高等学校 クラリネット八重奏 真島 俊夫 ラ・セーヌ～クラリネット八重奏のための～ 金
33 徳島北高等学校 クラリネット八重奏 八木澤 教司 カプリッチョ 銀
34 城北高等学校 クラリネット八重奏 真島 俊夫 ラ・セーヌ～クラリネット八重奏のための～ 銀
35 富岡西高等学校 クラリネット七重奏 ネリベル コラールと舞曲 銀
36 徳島商業高等学校 クラリネット四重奏 ウール ディヴェルティメントより Ⅲ 銀
37 脇町高等学校 クラリネット四重奏 イギリス民謡 スカボロー・フェア 銀
38 城南高等学校 クラリネット三重奏 石毛 里佳 ウェントス 金
39 城ノ内高等学校 フルート四重奏 ボザ 夏山の一日 銀
40 富岡西高等学校 フルート四重奏 三浦 真理 フルート四重奏のための 想い出は銀の笛より ⅡⅤ 銀
41 徳島北高等学校 フルート四重奏 ボザ 夏山の一日 金
42 徳島商業高等学校 フルート三重奏 クーラウ ３つの三重奏曲 作品１３ 金
43 脇町高等学校 フルート三重奏 ベルトミュー ４つの小品 銀
44 小松島高等学校 フルート三重奏 ハイドン ロンド・スケルツァンド 銅
45 城南高等学校 フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 金
46 城北高等学校 フルート三重奏 アルビージ 小組曲 第２番より 銀
47 城ノ内高等学校 木管五重奏 ダンツィ 木管五重奏曲 ト短調 作品５６－２ 銅
48 徳島北高等学校 木管五重奏 ファルカシュ １７世紀の古風なハンガリー舞曲 銅
49 徳島市立高等学校 木管五重奏 ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品５６－１ 代表金
50 城東高等学校 木管三重奏 イベール トリオのための５つの小品 銀
51 徳島北高等学校 混成八重奏 シャブリエ スケルツォ・ワルツ 銅
1 蝸 ホルン四重奏 チェレプニン ６つのホルン四重奏曲より Ⅰ・Ⅲ 銀
2 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ トロンボーン四重奏 高嶋 圭子 トロンボーン四重奏の為のスクエアダンス 銀
3 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ バリ・テューバ四重奏 八木澤 教司 ラプソディー 金
4 徳島吹奏楽団 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 銀
5 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 金管八重奏 プレトリウス テレプシコーレ舞曲集より 金
6 ｳｲｰｽﾞｻｷｿﾌｫｰﾝｸｧﾙﾃｯﾄ サクソフォーン四重奏 八木澤 教司 サクソフォーン四重奏曲「ノヴェレッテ」 銀
7 吹奏楽団アババイ サクソフォーン四重奏 イトゥラルデ ギリシャ組曲 銀
8 吹奏楽団アババイ クラリネット六重奏 ジェイコブ 序奏とロンド 銀
9 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ クラリネット四重奏 阿部 勇一 コン・モート～４本のクラリネットのための～ 銀
10 阿南ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ クラリネット四重奏 真島 俊夫 レ・ジャルダン～クラリネット四重奏のための～ 銀
11 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ オーボエ三重奏 ヴェント ディヴェルティメント 代表金
12 吹奏楽団アババイ フルート五重奏 ボワモルティエ ５本のフルートのための協奏曲　Ｎｏ．６ ホ短調 銀
13 徳島吹奏楽団 フルート四重奏 グリフェス 幻想小曲集より 舟歌 金
14 ｱﾆｭﾃﾌﾙｰﾄｶﾙﾃｯﾄ フルート三重奏 石毛 里佳 碧い月の神話 代表金
15 BMSｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 木管三重奏 渡部 哲哉 木管三重奏のための 落ち葉の舞う季節 金
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