
1 南部 中学校 サクソフォーン五重奏 ガラスの香り 福田 洋介 金 代表
2 加茂名 中学校 サクソフォーン四重奏 異教徒の踊り P.ショルティーノ 金 代表
3 国府 中学校 サクソフォーン四重奏 グラーヴェとプレスト J.リヴィエ 金 代表
4 八万 中学校 サクソフォーン四重奏 四重奏曲第1番作品53より J.B.サンジュレー 銅
5 那賀川 中学校 サクソフォーン四重奏 アリオンの琴歌 八木澤 教司 金 代表
6 北島 中学校 サクソフォーン四重奏 四重奏曲第1番作品53より J.B.サンジュレー 金 代表
7 鳴教大附属 中学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン・シンフォネット D.ベネット 金 代表
8 上板 中学校 サクソフォーン四重奏 祀り 高橋 宏樹 金 代表
9 藍住東 中学校 サクソフォーン三重奏 カプリッチョ 渡部 哲哉 金 代表
10 阿南 中学校 サクソフォーン三重奏 スカーレット・ステップス 福田 洋介 銀
11 富田 中学校 サクソフォーン三重奏 カプリッチョ 渡部 哲哉 金 代表
12 北島 中学校 クラリネット八重奏 絵のない絵本～第十二夜～ 樽屋 雅徳 銀
13 国府 中学校 クラリネット七重奏 コラールと舞曲 V.ネリベル 金 代表
14 藍住東 中学校 クラリネット六重奏 ３つの小品 飯島 俊成 銀
15 富田 中学校 クラリネット五重奏 クラリネット・バスカーズ 戸田 顕 銀
16 鴨島第一 中学校 クラリネット五重奏 喜歌劇「こうもり」セレクション J.シュトラウス 銀
17 川内 中学校 クラリネット四重奏 スケルツェット，パヴァーヌとゴパック G.ジェイコブ 金 代表
18 南部 中学校 クラリネット四重奏 プレイフル・カルテット R.デカンク 金 代表
19 阿南 中学校 クラリネット三重奏 ツインテールの女の子 八木澤 教司 銀
20 鳴教大附属 中学校 クラリネット三重奏 3つの魔法 高橋 宏樹 金 代表
21 那賀川 中学校 クラリネット三重奏 ツインテールの女の子 八木澤 教司 金 代表
22 南部 中学校 クラリネット三重奏 3つの魔法 高橋 宏樹 銅
23 国府 中学校 フルート四重奏 夏山の一日 E.ボザ 金 代表
24 鳴教大附属 中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 八木澤 教司 銀
25 北島 中学校 フルート四重奏 四重奏曲 P.M.デュボア 金 代表
26 富田 中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 八木澤 教司 金 代表
27 南部 中学校 フルート四重奏 組曲「あめ」より しずくあめ かすみあめ 鶴薗 明人 銀
28 北島 中学校 フルート三重奏 ロンド スケルツァンド J.ハイドン 銅
29 八万 中学校 フルート三重奏 フルート・ドルチェ 伊藤 康英 銀
30 加茂名 中学校 フルート三重奏 トリオ K.クンマー 金 代表
31 藍住東 中学校 フルート三重奏 フルーティースイートより 桃サクラ 銅
32 鴨島第一 中学校 フルート三重奏 海のパレット 藤田 哲史 銀
33 阿南 中学校 フルート三重奏 カフェ・パラダイス！ 八木澤 教司 金 代表
34 上板 中学校 木管八重奏 バレエ音楽「恋は魔術師」より M.ファリャ 銀
35 八万 中学校 木管六重奏 ふたつの伝承歌 高橋 宏樹 銀
36 鳴教大附属 中学校 木管五重奏 ディヴェルティメント J.ハイドン 銅
37 加茂名 中学校 木管四重奏 グラン・ホタ F.タレガ 金 代表
38 鴨島第一 中学校 木管三重奏 前奏曲とフーガⅩⅨ J.S.バッハ 銀
39 鴨島第一 中学校 混成八重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部 知弘 銀
40 上板 中学校 混成八重奏 小さな楽団のための組曲 高橋 宏樹 銅
41 鴨島東 中学校 混成七重奏 ラバー・ダック・レース 宮川 成治 銅
42 南部 中学校 混成七重奏 テレプシコーレ舞曲集より M.プレトリウス 銀
43 南部 中学校 混成五重奏 小さな楽団のための組曲 高橋 宏樹 銀
44 城西 中学校 サクソフォーン五重奏 セカンドバトル 天野 正道 銀
45 松茂 中学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン・シンフォネット Ｄ.ベネット 金 代表
46 津田 中学校 サクソフォーン四重奏 ギリシャ組曲 Ｐ.イトゥラルデ 金 代表
47 鳴門市第一 中学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン・シンフォネット Ｄ.ベネット 金 代表
48 藍住 中学校 サクソフォーン四重奏 グラーヴェとプレスト Ｊ.リヴィエ 金 代表
49 小松島 中学校 サクソフォーン四重奏 異教徒の踊り Ｐ.ショルティーノ 金 代表
50 城東 中学校 サクソフォーン三重奏 カプリッチョ 渡部 哲哉 銀
51 城ノ内 中学校 サクソフォーン三重奏 古の鏡 加藤 新平 銀
52 松茂 中学校 クラリネット八重奏 ドデカフォニック・エッセイ Ｅ.デル＝ボルゴ 金 代表
53 鳴門市第一 中学校 クラリネット八重奏 コラールと舞曲 Ｖ.ネリベル 金 代表
54 小松島 中学校 クラリネット八重奏 カプリッチョ 八木澤 教司 金 代表
55 石井 中学校 クラリネット六重奏 あやつり人形の葬送行進曲 Ｃ.グノー 銀
56 城西 中学校 クラリネット六重奏 ルーマニア民族舞曲より Ｂ.バルトーク 銅
57 城東 中学校 クラリネット六重奏 アラベスク第１番 Ｃ.ドビュッシー 銀
58 阿南第一 中学校 クラリネット五重奏 翠色の蜃気楼 加藤 新平 銀
59 藍住 中学校 クラリネット四重奏 クラリネット四重奏曲第1番 Ｒ.Ｍ.エンドレッセン銅
60 津田 中学校 クラリネット四重奏 バガテル Ｃ.グランドマン 銀
61 津田 中学校 クラリネット四重奏 ディヴェルティメント Ａ.ウール 金 代表
62 城ノ内 中学校 クラリネット四重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤 教司 金 代表
63 石井 中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 金 代表
64 城ノ内 中学校 フルート三重奏 月明かりの照らす3つの風景 高橋 宏樹 金 代表
65 城西 中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 銀
66 小松島 中学校 フルート三重奏 月明かりの照らす3つの風景 高橋 宏樹 銀
67 城ノ内 中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤 教司 金 代表
68 津田 中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 金 代表
69 阿南第一 中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤 教司 銀
70 松茂 中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛 里佳 金 代表
71 鳴門市第一 中学校 フルート三重奏 月明かりの照らす3つの風景 高橋 宏樹 銅
72 坂野 中学校 木管六重奏 プエルトリコの思い出 L.M.ゴットシャルク 銅
73 阿南第一 中学校 木管六重奏 マイ・ホームタウン 広瀬 勇人 銀
74 徳島 中学校 木管五重奏 ディヴェルティメント Ｊ.ハイドン 銅
75 山城 中学校 木管五重奏 花の恋文 櫛田 月失之扶 銅
76 津田 中学校 木管五重奏 17世紀の古いハンガリー舞曲集 F.ファルカシュ 銀
77 徳島 中学校 木管五重奏 木管五重奏曲変ロ長調 F.ダンツィ 金 代表
78 城東 中学校 木管四重奏 アイルランド民謡による3つの前奏曲 R.アーン 銅
79 鳴門市第一 中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部 哲哉 金 代表
80 藍住 中学校 木管三重奏 イディール 福田 洋介 銀
81 石井 中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部 哲哉 金 代表
82 石井 中学校 混成八重奏 てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島 弘和 銀
83 城西 中学校 混成五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬 勇人 銀


