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1 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

2 八万中学校 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 銀

3 阿南中学校 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

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

5 鳴門市第一中学校 打楽器四重奏 水面に射す紅き影の波紋 山澤　洋之 金

6 鴨島第一中学校 打楽器四重奏 スピリチュアル 八木澤　教司 金

7 石井中学校 打楽器四重奏 シズク　ダンスィング 宮川　成治 金

8 藍住東中学校 打楽器四重奏 色彩舞踊より　熨斗目花色・花緑青 山澤　洋之 金

9 山城中学校 打楽器四重奏 ポップトーン 山本　教生 銀

10 阿南第一中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銀

11 城東中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金

12 加茂名中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金

13 坂野中学校 打楽器三重奏 パルス 山本　教生 銅

14 板野中学校 金管打楽器八重奏 天の剣 福田　洋介 銀

15 阿南第一中学校 金管打楽器八重奏 時の栞 對馬　樹 銀

16 徳島中学校 木管打楽器八重奏 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人 金

17 吉野中学校 管打楽器六重奏 フラワー・クラウン 和田　直也 銀

18 城東中学校 バリ・テューバ四重奏 奇妙なワルツ 石毛　里佳 銀

19 南部中学校 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ Ｇ．ガブリエリ 銀

20 北島中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 金

21 鴨島第一中学校 金管八重奏 コラールとトッカータ 福島　弘和 銀

22 阿南中学校 金管八重奏 金管八重奏のためのラファーガ 河合　和貴 金

23 加茂名中学校 金管八重奏 ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 金

24 鳴門市第一中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 Ｍ．プレトリウス 金

25 城東中学校 金管八重奏 スザート組曲 Ｔ．スザート 金

26 石井中学校 金管八重奏 花柳の舞 渡部　哲哉 金

27 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金

28 藍住東中学校 金管八重奏 アレハンドロ 広瀬　勇人 金

29 八万中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 金

30 加茂名中学校 金管八重奏 金管八重奏のための刀 河合　和貴 金

31 徳島中学校 金管七重奏 ～希望への道～ 菊一　旭大 金

32 藍住東中学校 金管七重奏 金管七重奏のための“ティータイム” 髙橋　伸哉 銀

33 山城中学校 金管六重奏 ３つのエピソード 櫛田　胅之扶 銀

34 阿南第一中学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管六重奏のために片岡　寛晶 金

35 南部中学校 金管六重奏 パントマイム Ｄ．ウーバー 失格

36 坂野中学校 金管五重奏 トランペット吹きの休日 Ｌ．アンダーソン 銅

37 坂野中学校 金管三重奏 ひまわりの大地 ロシア民謡 銅

38 国府中学校 打楽器八重奏 紅蓮の斜陽～８人の打楽器奏者のために～ Ｊ．グラステイル 金

39 松茂中学校 打楽器六重奏 海神 濵口　大弥 金

40 川内中学校 打楽器五重奏 第二組曲 金田　真一 銀

41 津田中学校 打楽器五重奏 ルナ 野本　洋介 銀

42 城ノ内中学校 打楽器五重奏 ゲインズボロー～5人の打楽器奏者のために～Ⅲ T.ゴーガー 金

43 城西中学校 打楽器四重奏 コンフェッション～4人の打楽器奏者のための 田村　修平 銀

44 鴨島東中学校 打楽器四重奏 パル 小長谷　宗一 銀

45 鳴教大附属中学校 打楽器四重奏 コンフェッション～4人の打楽器奏者のための 田村　修平 金

46 藍住中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

47 小松島中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 高橋　宏樹 金

48 那賀川中学校 打楽器四重奏 ジ　インペリアル　コード Ｊ．グラステイル 金

49 上板中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銅

50 藍住中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銀

51 富田中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銀

52 那賀川中学校 金管打楽器八重奏 スコットランド・ルネッサンス舞曲集 Ｊ．ラウダー 金

53 瀬戸中学校 金管打楽器五重奏 ３つの舞曲 Ｊ．ジェルヴェーズ 銅

54 池田中学校 木管打楽器八重奏 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹 銅

55 津田中学校 木管打楽器六重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Ⅰ 戸田　顕 銀

56 鳴門市第二中学校 管打楽器六重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Ⅰ 戸田　顕 銀

57 鳴教大附属中学校 ホルン四重奏 舟歌 Ｒ．ディロン 銅

58 上板中学校 ホルン三重奏 ホルン三重奏のための組曲 Ｄ．ウーバー 銅

59 上板中学校 バリ・テューバ四重奏 カンツォーナ・ペル・ソナーレ　第4番 Ｇ．ガブリエリ 銅

60 城西中学校 金管八重奏 ジェリコの戦い 黒人霊歌 銀

61 小松島中学校 金管八重奏 ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 金

62 富田中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金
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63 池田中学校 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 銀

64 津田中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 Ｍ．プレトリウス 銀

65 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

66 上板中学校 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 銅

67 城西中学校 金管八重奏 航海日誌 高橋　宏樹 金

68 松茂中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 銀

69 川内中学校 金管八重奏 「12の英雄的行進曲」より Ｇ．Ｐ．テレマン 銀

70 鳴教大附属中学校 金管八重奏 喜歌劇「こうもり」ファンタジー Ｊ．シュトラウスⅡ 銀

71 藍住中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金

72 城ノ内中学校 金管五重奏 戦いの組曲「カンツォン・ベルガマスク」 Ｓ．シャイト 銀

73 城西中学校 金管五重奏 スザート舞曲集より Ｔ．スザート 銅

74 鳴門市第二中学校 金管五重奏 スザート舞曲集より Ｔ．スザート 銀

75 津田中学校 金管五重奏 いさり火の歌 福田　洋介 銀

76 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

77 松茂中学校 金管五重奏 海のスケッチ Ｉ．マクドナルド 銀


