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1 城東中学校 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 代表

2 加茂名中学校 打楽器六重奏 カプリス 金田　真一 銀

3 鳴門市第一中学校 打楽器六重奏 大空に翔る蒼き翼を持つ者 山澤　洋之 銀

4 城ノ内中学校 打楽器六重奏 カプリス 金田　真一 銀

5 城西中学校 打楽器六重奏 ジャグラー 髙橋　伸哉 金

6 国府中学校 打楽器六重奏 ６人の打楽器奏者のための「ターラ」 西村　朗 金

7 松茂中学校 打楽器五重奏 シンデレラ～５人の打楽器奏者のための Ｊ．グラステイル 銀

8 北島中学校 打楽器五重奏 エクリプス・ルチア Ｊ．グラステイル 金

9 鴨島第一中学校 打楽器五重奏 桜の川 濱口　大弥 銅

10 鳴教大附属中学校 打楽器四重奏 祈りの光　一つの思いⅠ 山澤　洋之 銀

11 石井中学校 打楽器四重奏 ジ　インペリアル　コード Ｊ．グラステイル 失格

12 阿南第一中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 高橋　宏樹 銀

13 那賀川中学校 打楽器三重奏 鬼雀蜂の壺 濱口　大弥 金

14 鳴門市第一中学校 管打楽器八重奏 インベイスの丘 Ｊ．グラステイル 金

15 徳島中学校 管打楽器六重奏 なぞのたからばこ 石毛　里佳 銅

16 北島中学校 ホルン三重奏 ６つの三重奏曲 A．ライヒャ 銅

17 加茂名中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 銀

18 松茂中学校 金管八重奏 フランス・ルネッサンス舞曲集 Ｃ．ジョルヴェーズ 金

19 川内中学校 金管八重奏 ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 銀

20 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

21 鳴門市第一中学校 金管八重奏 ピーコック・ブルー 福田　洋介 金

22 城ノ内中学校 金管八重奏 パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹 銅

23 石井中学校 金管八重奏 ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 銅

24 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 銀

25 加茂名中学校 金管八重奏 クロス・セクション・ビュー 三浦　英秋 金

26 那賀川中学校 金管八重奏 「１２の英雄的行進曲」より Ｇ．Ｐ．テレマン 銀

27 鳴教大附属中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 銀

28 城東中学校 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

29 富田中学校 金管八重奏 テルプシコーレⅠ 森田　一浩 銅

30 阿南中学校 金管八重奏 金管八重奏のための歌劇「トゥーランドット」より Ｇ．プッチーニ 金

31 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 Ｍ．プレトリウス 銀

32 城ノ内中学校 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 銅

33 徳島中学校 金管六重奏 ゴットシャルク・コンピレーションⅢ Ｌ．Ｍ．ゴットシャルク 金

34 城東中学校 金管六重奏 テレプシコーレ舞曲集より Ｍ．プレトリウス 金

35 瀬戸中学校 金管五重奏 ラッサス・トロンボーン Ｈ．フィルモア 銀

36 阿南中学校 サクソフォーン五重奏 ガラスの香り 福田　洋介 銀

37 北島中学校 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 銀

38 城西中学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン四重奏曲より Ｆ．ジャンジャン 銅

39 南部中学校 サクソフォーン三重奏 ガラスの香り 福田　洋介 銀

40 石井中学校 サクソフォーン三重奏 のっぴきならない虹へ　Ⅱ，Ⅲ 福島　弘和 銀

41 城東中学校 サクソフォーン三重奏 パッション 高橋　伸哉 金

42 藍住東中学校 サクソフォーン三重奏 シティー・ウォーク・トリオ 朴　守賢 金

43 松茂中学校 サクソフォーン三重奏 パッション 高橋　伸哉 銀

44 鳴教大附属中学校 サクソフォーン三重奏 パッション 髙橋　伸哉 金

45 北島中学校 クラリネット八重奏 「ラ・セーヌ」より 真島　俊夫 銀

45 鳴門市第一中学校 クラリネット八重奏 八重奏曲 宍倉　晃 金

47 八万中学校 クラリネット七重奏 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 銅

48 阿南中学校 クラリネット四重奏 ディヴェルティメント A．ウール 金

49 城東中学校 クラリネット四重奏 オーディションのための六つの小品 Ｊ．Ｍ．ドゥファイ 金

50 石井中学校 クラリネット四重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司 銀

51 城西中学校 クラリネット四重奏 ディヴェルティメント A．ウール 銀

52 鳴教大附属中学校 クラリネット四重奏 カプリス Ｃ．グランドマン 銅

53 阿南中学校 フルート四重奏 おはよう！ 酒井　格 銅

54 八万中学校 フルート四重奏 フルート吹きの休日 Ｊ．カステレーデ 銀

55 城東中学校 フルート四重奏 アルカディ Ｍ．ベルトミュー 金

56 北島中学校 フルート四重奏 アルカディ Ｍ．ベルトミュー 銀

57 松茂中学校 フルート四重奏 四重奏曲 Ｐ．Ｍ．デュボワ 銀

58 鳴教大附属中学校 フルート四重奏 ６月の風 加藤　大輝 金

59 石井中学校 フルート三重奏 海のパレット 藤田　哲志 金

60 鳴門市第一中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤　教司 銅

61 城ノ内中学校 フルート三重奏 想い出は銀の笛 三浦　真理 銀

62 国府中学校 木管八重奏 「ラ・セーヌ」より 真島　俊夫 金 代表

63 那賀川中学校 木管八重奏 土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 松下　倫士 金 代表

64 加茂名中学校 木管六重奏 タバッキエラ組曲よりⅢ O．レスピーギ 銀

65 藍住東中学校 木管五重奏 なぎさの詩 福田　洋介 銅

66 城ノ内中学校 木管五重奏 フラワークラウン 和田　直也 銅

67 加茂名中学校 木管四重奏 １５のイマージュによる小組曲より Ｊ．イベール 金

68 徳島中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 銀

69 北島中学校 木管三重奏 木管三重奏のための５つの小品 Ｊ．イベール 金

70 鳴門市第一中学校 混成八重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘 銀
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