
1 国府 中学校 打楽器七重奏 ヴォルケーノ・タワー　～7人の打楽器奏者のための J.グラステイル 金 代表
2 北島 中学校 打楽器六重奏 ヴォルケーノ・タワー　～6人の打楽器奏者のための J.グラステイル 金 代表
3 富田 中学校 打楽器五重奏 エオリアン・クインテット 金田 真一 銀
4 阿南 中学校 打楽器五重奏 プレイ・タグ 坂井 貴祐 銀
5 鳴教大附属 中学校 打楽器五重奏 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡 孝悦 金 代表
6 南部 中学校 打楽器五重奏 セレスティアル アンソロジー　～ケフェウス～ 野本 洋介 金 代表
7 那賀川 中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 高橋 宏樹 金 代表
8 上板 中学校 打楽器四重奏 花回廊 風龍 山澤 洋之 金 代表
9 八万 中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本 洋介 銀
10 鴨島第一 中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田 真一 銀
11 藍住東 中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋 宏樹 銀
12 加茂名 中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本 洋介 金 代表
13 川内 中学校 管打楽器八重奏 ふたつの伝承歌 高橋 宏樹 銀
14 鴨島東 中学校 管打楽器七重奏 名も無き物語 宮川 成治 銀
15 藍住東 中学校 管打楽器七重奏 軍隊行進曲 F.シューベルト 銅
16 八万 中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 金 代表
17 鳴教大附属 中学校 金管八重奏 「王様と小人」序曲 辻 峰拓 銀
18 加茂名 中学校 金管八重奏 クロス・セクション・ビュー 三浦 秀秋 金 代表
19 北島 中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス 金 代表
20 富田 中学校 金管八重奏 「１２の英雄的行進曲」より G.P.テレマン 金 代表
21 南部 中学校 金管八重奏 第7旋法によるカンツォン第2番 G.ガブリエリ 銀
22 国府 中学校 金管八重奏 テレプシコーレよりルネッサンス舞曲集 M.プレトリウス 金 代表
23 阿南 中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 金 代表
24 川内 中学校 金管八重奏 ガーシュウィン・イン・ブラス！！２ G.ガーシュウィン 金 代表
25 那賀川 中学校 金管七重奏 アブデラザール H.パーセル 金 代表
26 鴨島第一 中学校 金管七重奏 シラノ・ド・ベルジュラックの音楽 福田 洋介 銀
27 北島 中学校 金管六重奏 金管六重奏のための組曲 L.オストランスキー 銀
28 国府 中学校 金管六重奏 ある詩人の三つの詠懐 和田 薫 金 代表
29 上板 中学校 金管六重奏 エピソード 兼田 敏 銀
30 加茂名 中学校 金管五重奏 海のスケッチ I.マクドナルド 金 代表
31 富田 中学校 金管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬 勇人 銀
32 北島 中学校 金管五重奏 海のスケッチ I.マクドナルド 銅
33 鳴教大附属 中学校 金管四重奏 バークレー広場のナイチンゲール シャーウィン＆マシュヴィッツ 銀
34 藍住東 中学校 金管三重奏 栄光の架橋 北川 悠仁 銅
35 松茂 中学校 打楽器七重奏 トリムルティ・オーム 濵口 大弥 金 代表
36 城ノ内 中学校 打楽器六重奏 海神 濵口 大弥 金 代表
37 小松島 中学校 打楽器五重奏 光の隙間～5人の打楽器奏者のために～ 樽屋 雅徳 銀
38 徳島 中学校 打楽器四重奏 ファンク グルーヴ ジミ 橋詰 金 代表
39 石井 中学校 打楽器四重奏 水の記憶 加藤 大輝 銀
40 阿南第一 中学校 打楽器三重奏 夢幻 石毛 里佳 銅
41 藍住 中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田 真一 銀
42 城西 中学校 打楽器三重奏 トリオ・パー・ウノより N.J.ジブコヴィッチ 金 代表
43 坂野 中学校 打楽器三重奏 ザ・トライアド 山本 教生 銅
44 鳴門市第一 中学校 打楽器三重奏 ディヴェルティメント～3人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金 代表
45 津田 中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本 洋介 銅
46 城東 中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本 洋介 金 代表
47 山城 中学校 管打楽器七重奏 劇音楽「町人貴族」より J.B.リュリ 銅
48 鳴門市第一 中学校 ホルン三重奏 3本のヴァルトホルンのための「６つの三重奏曲」より A.ライヒャ 金 代表
49 鳴門市第一 中学校 バリ・テューバ四重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール 銀
50 城西 中学校 金管八重奏 金管八重奏のための文明開化の鐘 高橋 宏樹 銀
51 松茂 中学校 金管八重奏 ガーシュウィン・エアー G.ガーシュウィン 銀
52 徳島 中学校 金管八重奏 ガーシュウィン・イン・ブラス！！２ G.ガーシュウィン 金 代表
53 津田 中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス 銀
54 城東 中学校 金管八重奏 第７旋法によるカンツォン第2番 G.ガブリエリ 金 代表
55 城ノ内 中学校 金管八重奏 金管八重奏のための「シチリアーナとファンタジア」 高橋 宏樹 銀
56 阿南第一 中学校 金管八重奏 四神降り立つ街に 鈴木 歌穂 銀
57 小松島 中学校 金管八重奏 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 高橋 宏樹 金 代表
58 城西 中学校 金管八重奏 ログブック 高橋 宏樹 金 代表
59 松茂 中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 銀
60 板野 中学校 金管八重奏 「水上の音楽」よりアラ・ホーンパイプ G.F.ヘンデル 銅
61 石井 中学校 金管八重奏 金管八重奏の為のファンファーレ 福島 弘和 金 代表
62 藍住 中学校 金管八重奏 組曲「海の情景」より 福田 昌範 銀
63 城ノ内 中学校 金管八重奏 せきれいの尾 高橋 宏樹 金 代表
64 鳴門市第一 中学校 金管六重奏 ディヴェルティメント L.サルツェド 金 代表
65 坂野 中学校 金管六重奏 ゴットシャルク・コンピレーションⅡ L.M.ゴットシャルク 銅
66 津田 中学校 金管五重奏 海のスケッチ I.マクドナルド 銅
67 城東 中学校 金管五重奏 空想・おもちゃ・夢 より G.ファーナビー 銀
68 小松島 中学校 金管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬 勇人 金 代表


