
打楽器重奏、金管重奏　（多目的ホール）　　金賞受賞団体が県大会出場団体です
演
順
1 藍住 中学校 打楽器八重奏 Ｍ．Ａ．ブランド ティファナ サンバ 銀

2 北島 中学校 打楽器七重奏 金田 真一 カプリス 銀

3 鳴門市第一 中学校 打楽器六重奏 石村 新吾 ６人の打楽器奏者のための「鳳凰と龍」 金

4 南部 中学校 打楽器五重奏 野本 洋介 セレスティアル アンソロジー～ケフェウス～ 銀

5 藍住東 中学校 打楽器五重奏 大竹 隆文 ペネトレイター 銀

6 坂野 中学校 打楽器四重奏 Ｐ．ゴアマン ファイアー 銀

7 石井 中学校 打楽器四重奏 Ｊ．グラステイル ジ・インペリアル・コード 金

8 鴨島第一 中学校 打楽器四重奏 高橋 宏樹 宝島への地図 銀

9 阿南 中学校 打楽器四重奏 山澤 洋之 花回廊/風龍 金

10 藍住東 中学校 打楽器三重奏 高橋 宏樹 アマンド・ショコラ 銀

11 徳島 中学校 打楽器三重奏 福島 弘和 打楽器三重奏の愉しみ 金

12 板野 中学校 打楽器三重奏 高橋 宏樹 アマンド・ショコラ 銀

13 富田 中学校 打楽器三重奏 野本 洋介 クレセント 金

14 国府 中学校 打楽器三重奏 Ｊ．グラステイル ディヴェルティメント～３人の打楽器奏者のために～ 金

15 鴨島東 中学校 管打楽器七重奏 Ｗ．Ａ．モーツァルト ソナタ第１１番より 出場辞退

16 石井 中学校 管打楽器五重奏 Ｃ．ジェルヴェーズ ３つの舞曲 銀

17 藍住東 中学校 ホルン三重奏 Ｋ．カイザーショット ３人の奏者のための４５分～トリヴィア・トリフル～ 銀

18 南部 中学校 金管八重奏 Ｈ．Ｌ．ウォルターズ ピザ・パーティー 金

19 阿南 中学校 金管八重奏 Ｇ．ガーシュウィン ガーシュウィン・エアー 銀

20 富田 中学校 金管八重奏 飯島 俊成 金管八重奏曲 金

21 藍住 中学校 金管八重奏 Ｔ．スザート スザート組曲 銀

22 国府 中学校 金管八重奏 Ｍ．プレトリウス テレプシコーレよりルネッサンス舞曲集 金

23 石井 中学校 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 金

24 板野 中学校 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

25 南部 中学校 金管八重奏 Ｇ．ガブリエリ 第７旋法によるカンツォン第２番 銀

26 阿南 中学校 金管八重奏 森田 一浩 テレプシコーレⅠ 銀

27 北島 中学校 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 金

28 鳴門市第一 中学校 金管七重奏 Ｍ．プレトリウス テレプシコーレ舞曲集 金

29 藍住東 中学校 金管七重奏 Ｇ．Ｆ．ヘンデル ハレルヤ 銀

30 北島 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 銀

31 国府 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 金

32 鴨島第一 中学校 金管五重奏 Ａ．ルーセル ミューズへのマドリガル 銅

33 鳴門市第一 中学校 金管五重奏 Ｔ．スザート ルネサンス舞曲集 金

34 山城 中学校 金管五重奏 Ｅ．Ｈ．グリーグ 抒情小品集よりⅡ 銅

35 鴨島第一 中学校 金管五重奏 鈴木 英史 フォスター・ラプソディー 銅

36 坂野 中学校 金管五重奏 Ｖ．エヴァルド 金管五重奏曲第１番 金

37 板野 中学校 金管五重奏 広瀬 勇人 コッツウォルズの風景 銀

38 坂野 中学校 金管三重奏 Ｊ．Ｓ．バッハ 主よ，人の望みの喜びよ 銅

1 小松島 中学校 打楽器六重奏 F.ミーチャム アメリカン・パトロール 銅

2 松茂 中学校 打楽器六重奏 金田 真一 カプリス 金

3 城西 中学校 打楽器五重奏 T.ゴーガー ゲインズボロー 銀

4 阿南第一 中学校 打楽器五重奏 金田 真一 第二組曲 金

5 上板 中学校 打楽器五重奏 猪俣 猛 「大地への鼓動」“自由への戦い” 銀

6 津田 中学校 打楽器四重奏 金田 真一 エオリアン・カルテット 銀

7 城ノ内 中学校 打楽器四重奏 高橋 宏樹 ノームの森の物語 金

8 上八万 中学校 打楽器四重奏 小長谷 宗一 パル 金

9 川内 中学校 打楽器四重奏 八木澤 教司 スピリチュアル 金

10 鳴教大附属 中学校 打楽器三重奏 高橋 宏樹 アマンド・ショコラ 銀

11 城東 中学校 打楽器三重奏 野本 洋介 クレセント 金

12 加茂名 中学校 打楽器三重奏 福田 洋介 ラプソディーⅢ 凛 金

13 八万 中学校 打楽器三重奏 野本 洋介 クレセント 銀

14 那賀川 中学校 打楽器三重奏 高橋 宏樹 アマンド・ショコラ 金

15 鳴教大附属 中学校 打楽器三重奏 山里 佐和子 三つの朝の情景 銀

16 城東 中学校 ホルン三重奏 Ｄ.ウーバー ホルン三重奏のための組曲 銀

17 八万 中学校 トランペット四重奏 Ｗ.バード オックスフォード伯爵のマーチ 銀

18 城東 中学校 トロンボーン三重奏 Ｐ.ホール ダンス組曲 銀

19 城東 中学校 バリ・テューバ四重奏 Ａ.フラッケンポール ポップスイート 銀

20 城西 中学校 金管八重奏 黒人霊歌 ジェリコの戦い 銀

21 上板 中学校 金管八重奏 Ｇ.ガブリエリ 第7旋法によるカンツォン 第2番 銅

22 松茂 中学校 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」 銅

23 津田 中学校 金管八重奏 森田 一浩 テレプシコーレⅠ 金

24 鳴門第二 中学校 金管八重奏 Ｇ.ホルスト アヴェ マリア～亡き母の思い出に 銅

25 阿南第一 中学校 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」 金

26 鳴教大附属 中学校 金管八重奏 フランス民謡 きらきら星 金

27 川内 中学校 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 銀

28 城ノ内 中学校 金管八重奏 高橋 宏樹 文明開化の鐘 金

29 上板 中学校 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 銀

30 松茂 中学校 金管八重奏 清水 大輔 無限に輝く空 銀

31 城西 中学校 金管八重奏 三澤 慶 金管八重奏のための4つ印象 金

32 八万 中学校 金管八重奏 福田 洋介 華円舞 銀

33 小松島 中学校 金管八重奏 Ａ.Ｅ.シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 金

34 加茂名 中学校 金管七重奏 森田 一浩 テレプシコーレⅠ 金

35 那賀川 中学校 金管七重奏 髙橋 伸哉 金管七重奏のための“ティー・タイム” 銀

36 城東 中学校 金管五重奏 Ｇ.Ｇ.ガストルディ ５声のバレット集より 金

37 城西 中学校 金管五重奏 広瀬 勇人 コッツウォルズの風景 銀

38 川内 中学校 金管四重奏 Ｇ.ガブリエリ 4声のソナールのためのカンツォーナ第1番 銅

結果

第４０回徳島県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 中学校の部予選（第３６回全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ徳島県大会 中学校の部予選）結果一覧
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