
打楽器重奏、金管重奏
演
順

1 城東 中学校 打８ 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 鳴門市第一 中学校 打６ 大空に翔る蒼き翼を持つ者 山澤　洋之 金 代表

3 城ノ内 中学校 打６ カプリス 金田　真一 金 代表

4 松茂 中学校 打５ シンデレラ～５人の打楽器奏者のための Ｊ．グラステイル 金 代表

5 鴨島第一 中学校 打５ 桜の川 濱口　大弥 金 代表

6 富田 中学校 打４ ジ　インペリアル　コード Ｊ．グラステイル 銀

7 石井 中学校 打４ ジ　インペリアル　コード Ｊ．グラステイル 金 代表

8 川内 中学校 打４ エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

9 八万 中学校 打４ 星物語～打楽器四重奏のための～ 野本　洋介 銀

10 阿南第一 中学校 打４ 宝島への地図 高橋　宏樹 金 代表

11 南部 中学校 打３ エオリアン・トリオ 金田　真一 辞退

12 鳴門市第一 中学校 管打８ インベイスの丘 Ｊ．グラステイル 金 代表

13 板野 中学校 管打８ 天の剣 福田　洋介 銀

14 山城 中学校 管打８ おもちゃのアヒルの大冒険 宮川　成治 銀

15 板野 中学校 管打６ フラワー・クラウン 和田　直也 銅

16 阿南第一 中学校 管打６ なぞのたからばこ 石毛　里佳 銀

17 徳島 中学校 管打６ なぞのたからばこ 石毛　里佳 金 代表

18 鴨島第一 中学校 管打４ クラリネット・ドルチェ 伊藤　康英 銅

19 藍住東 中学校 Hr４ パストラーレ 河合　和貴 銀

20 鳴門市第一 中学校 金８ ピーコック・ブルー 福田　洋介 金 代表

21 松茂 中学校 金８ 第７旋法のカンツォン第２番 Ｇ．ガブリエリ 銀

22 南部 中学校 金８ ピアノとフォルテのソナタ Ｇ．ガブリエリ 銅

23 川内 中学校 金８ ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 金 代表

24 富田 中学校 金８ テルプシコーレⅠ 森田　一浩 金 代表

25 八万 中学校 金８ 華円舞 福田　洋介 銀

26 城ノ内 中学校 金８ パヴァーヌとダンス 高橋　宏樹 金 代表

27 石井 中学校 金８ ガーシュイン・イン・ブラス！！２ Ｇ．ガーシュイン 金 代表

28 城東 中学校 金８ テレプシコーレ舞曲集より Ｍ．プレトリウス 金 代表

29 阿南第一 中学校 金８ 金管八重奏のための東風への望み 飯塚　佑輝 銀

30 松茂 中学校 金８ フランス・ルネッサンス舞曲集 Ｃ．ジョルヴェーズ 金 代表

31 南部 中学校 金８ 「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 銀

32 坂野 中学校 金７ 金管七重奏のための“ティー・タイム” 髙橋　伸哉 銀

33 富田 中学校 金６ 金管六重奏のための組曲 Ｌ．オストランスキー 銀

34 城ノ内 中学校 金６ 金管六重奏のための組曲 Ｌ．オストランスキー 金 代表

35 徳島 中学校 金６ 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 代表

36 鴨島第一 中学校 金６ ファンタジア Ｗ．バード 失格

37 藍住東 中学校 金６ この重荷をおろしたら 黒人霊歌 銀

38 鴨島第一 中学校 金６ 夏の丘の街 濱崎　大吾 銀

39 城東 中学校 金６ テレプシコーレ舞曲集より Ｍ．プレトリウス 金 代表

40 鴨島第一 中学校 金５ ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」より Ｂ．バルトーク 銅

41 瀬戸 中学校 金５ ラッサス・トロンボーン Ｈ．フィルモア 金 代表

42 八万 中学校 金５ スザート舞曲 Ｔ．スザート 銀

43 板野 中学校 金５ スザート舞曲 Ｔ．スザート 銅

44 板野 中学校 金５ コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銅

45 瀬戸 中学校 金３ ２つのソナタ Ｄ．シュペール 銅

46 加茂名 中学校 打６ カプリス 金田　真一 金 代表

47 城西 中学校 打６ ジャグラー 髙橋　伸哉 金 代表

48 国府 中学校 打６ ６人の打楽器奏者のための「ターラ」 西村　朗 金 代表

49 小松島 中学校 打５ エオリアン・クインテット 金田　真一 銅

50 藍住 中学校 打５ ゲインズボロー Ｔ．ゴーガー 銀

51 北島 中学校 打５ エクリプス・ルチア Ｊ．グラステイル 金 代表

52 津田 中学校 打５ ルナ 野本　洋介 銀

53 上板 中学校 打５ 「大地の鼓動」“自由への戦い” 猪俣　猛 銀

54 鳴教大附属 中学校 打４ 祈りの光　一つの思いⅠ 山澤　洋之 金 代表

55 阿南 中学校 打４ エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

56 鳴門市第二 中学校 打３ 打楽器三重奏の愉しみ 福島　弘和 銀

57 鴨島東 中学校 打３ アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銀

58 那賀川 中学校 打３ 鬼雀蜂の壺 濱口　大弥 金 代表

59 吉野 中学校 管打８ おもちゃのアヒルの大冒険 宮川　成治 銅

60 鳴門市第二 中学校 管打６ 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Ⅰ 戸田　顕 失格

61 小松島 中学校 Ｈｒ３ 三本のホルンのための組曲 Ｄ．ウーバー 銅

62 北島 中学校 Ｈｒ３ ６つの三重奏曲 A．ライヒャ 金 代表

63 藍住 中学校 Ｈｒ３ 三本のホルンのための組曲 Ｄ．ウーバー 銀

64 上板 中学校 ＥＴ４ ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡 銅

65 阿南 中学校 金８ ガーシュウィン・エアー Ｇ．ガーシュイン 銀

66 加茂名 中学校 金８ 華円舞 福田　洋介 金 代表

67 北島 中学校 金８ テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金 代表

68 小松島 中学校 金８ ガーシュイン・イン・ブラス Ｇ．ガーシュイン 銀

69 国府 中学校 金８ 「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

70 那賀川 中学校 金８ 「１２の英雄的行進曲」より Ｇ．Ｐ．テレマン 金 代表

71 阿南 中学校 金８ 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 代表

72 津田 中学校 金８ テレプシコーレⅠ 森田　一浩 銀

73 城西 中学校 金８ 華円舞 福田　洋介 銀

74 鳴教大附属 中学校 金８ 華円舞 福田　洋介 金 代表

75 加茂名 中学校 金８ クロス・セクション・ビュー 三浦　英秋 金 代表

76 北島 中学校 金８ テレプシコーレ舞曲集 Ｍ．プレトリウス 金 代表

77 北島 中学校 金６ 金管六重奏のための組曲 Ｌ．オストランスキー 銀

78 池田 中学校 金６ ３つのエピソード 櫛田　胅之扶 銀

79 城西 中学校 金６ 「お菓子の世界」より 湯山　昭 銀

80 津田 中学校 金５ 海のスケッチ I．マクドナルド 銀

81 鳴門市第二 中学校 金５ スザート舞曲 Ｔ．スザート 銀

82 鴨島東 中学校 金５ いさり火の歌 福田　洋介 銀

83 上板 中学校 金５ ２つのソナタ Ｄ．シュペール 銅

84 藍住 中学校 金５ 戦いの組曲 Ｓ．シャイト 銀

85 藍住 中学校 金５ 戦いの組曲 Ｓ．シャイト 銀

第43回徳島県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ　中学校の部予選（第39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）　

演奏曲 作曲者出演団体 編成



木管重奏、混成重奏
1 松茂 中学校 Sax４ 南アメリカ組曲 Ｌ．フロレンツォ 銀

2 八万 中学校 Sax４ 四重奏曲第１番 Ｊ．サンジュレ－ 銀

3 鴨島第一 中学校 Sax４ 二つのソナタより Ｄ．スカルラッティ 銀

4 藍住東 中学校 Sax3 シティー・ウォーク・トリオ 朴　守賢 金 代表

5 城東 中学校 Sax3 パッション 高橋　伸哉 金 代表

6 富田 中学校 Sax3 アミューズメントパーク組曲 高橋　宏樹 銅

7 南部 中学校 Sax3 ガラスの香り 福田　洋介 金 代表

8 石井 中学校 Sax3 のっぴきならない虹へ　Ⅱ，Ⅲ 福島　弘和 金 代表

9 松茂 中学校 Sax3 パッション 高橋　伸哉 金 代表

10 鳴門市第一 中学校 Cl8 八重奏曲 宍倉　晃 金 代表

11 八万 中学校 Cl7 コラールと舞曲 Ｖ．ネリベル 金 代表

12 松茂 中学校 Ｃｌ５ カレイドスコーブ Ｒ．Ｔ．ロレンツォ 銀

13 城東 中学校 Cl4 オーディションのための六つの小品 Ｊ．Ｍ．ドゥファイ 金 代表

14 石井 中学校 Cl4 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司 金 代表

15 鴨島第一 中学校 Ｃｌ４ 小さな黒ん坊 Ｃ．ドビュッシー 銀

16 南部 中学校 Ｃｌ４ クラリネットのための四重奏曲　ヘ長調 Ｃ．ベーム 銅

17 南部 中学校 Ｃｌ３ クラリネット三重奏曲 Ｊ．Ｆ．フンメル 銅

18 松茂 中学校 Fl4 四重奏曲 Ｐ．Ｍ．デュボワ 金 代表

19 城東 中学校 Fl4 アルカディ Ｍ．ベルトミュー 金 代表

20 八万 中学校 Fl4 フルート吹きの休日 Ｊ．カステレーデ 金 代表

21 南部 中学校 Ｆｌ４ 夏山の一日 E．ボザ 銀

22 鴨島第一 中学校 Ｆｌ４ フルーツ・パフェ 伊藤　康英 銀

23 鳴門市第一 中学校 Fl3 トリプルあいす 八木澤　教司 金 代表

24 富田 中学校 Ｆｌ３ 碧き月の神話 石毛　里佳 銀

25 石井 中学校 Fl3 海のパレット 藤田　哲志 金 代表

26 城ノ内 中学校 Fl3 想い出は銀の笛 三浦　真理 金 代表

27 川内 中学校 木７ 歌劇「カルストとポルックス」よりガボットとパスピエ Ｊ＝Ｐ．ラモ－ 銅

28 坂野 中学校 木７ 風変わりな美女 E．サティ 銀

29 阿南第一 中学校 木７ ゴットシャルク・コンピレーションⅠ ゴットシャルク 銀

30 藍住東 中学校 木５ なぎさの詩 福田　洋介 金 代表

31 城ノ内 中学校 木５ フラワークラウン 和田　直也 金 代表

32 富田 中学校 木５ コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銀

33 石井 中学校 木４ アイルランド民謡による３つの前奏曲 Ｒ．アーン 銀

34 徳島 中学校 木３ 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 金 代表

35 城東 中学校 混８ テレプシコーレ舞曲集より Ｍ．プレトリウス

36 鳴門市第一 中学校 混８ 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘 金 代表

37 三野 中学校 混８ もう一匹の猫「クラーケン」 Ｃ．ヘイゼル 銀

38 城ノ内 中学校 混５ コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銅

39 南部 中学校 混４ ラノベ　ファンタジア 宮川　成治 銅

40 山城 中学校 混３ スイーツ組曲　第１番 櫛田　胅之扶 銀

41 津田 中学校 Sax５ ガラスの香り 福田　洋介 銀

42 阿南 中学校 Sax5 ガラスの香り 福田　洋介 金 代表

43 北島 中学校 Sax4 グラーヴェとプレスト Ｊ．リヴィエ 金 代表

44 藍住 中学校 Sax４ グラーヴェとプレスト Ｊ．リヴィエ 銅

45 小松島 中学校 Sax４ 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション Ｆ．レハール 銀

46 城西 中学校 Sax4 サクソフォーン四重奏曲より Ｆ．ジャンジャン 金 代表

47 鳴教大附属 中学校 Ｓax3 鳥の眺める朝 溝口　佳洋 銀

48 上板 中学校 Ｓax3 カプリッチョ 渡部　哲哉 銀

49 鳴教大附属 中学校 Sax3 パッション 髙橋　伸哉 金 代表

50 北島 中学校 Cl8 「ラ・セーヌ」より 真島　俊夫 金 代表

51 城西 中学校 Ｃl6 古風なるメヌエット Ｍ．ラヴェル 銅

52 藍住 中学校 Ｃl6 アラベスク第１番 Ｃ．ドビュッシー 銀

53 小松島 中学校 Ｃl5 クラリネット　バスカーズ 戸田　顕 銀

54 上板 中学校 Ｃl5 ミニチュア・タウン 石毛　里佳 銀

55 津田 中学校 Ｃl5 カレイドスコープ Ｒ．Ｔ．ロレンツ 銀

56 阿南 中学校 Ｃl4 ディヴェルティメント A．ウール 金 代表

57 鳴教大附属 中学校 Ｃl4 カプリス Ｃ．グランドマン 金 代表

58 城西 中学校 Ｃl4 ディヴェルティメント A．ウール 金 代表

59 鳴教大附属 中学校 Ｃl3 ５つのディヴェルティメント第４番より Ｗ.A.モーツァルト 銀

60 北島 中学校 Ｆl4 アルカディ Ｍ．ベルトミュー 金 代表

61 城西 中学校 Ｆl4 夏山の一日 E．ボザ 銅

62 津田 中学校 Ｆl4 アルカディ Ｍ．ベルトミュー 銅

63 阿南 中学校 Ｆl4 おはよう！ 酒井　格 金 代表

64 鳴教大附属 中学校 Ｆl4 ６月の風 加藤　大輝 金 代表

65 藍住 中学校 Ｆl3 パフェ　パラダイス！ 八木澤　教司 銀

66 小松島 中学校 Ｆl3 月明かりの照らす３つの風景 高橋　宏樹 銅

67 北島 中学校 Ｆl3 ロンド　スケルツァンド Ｊ．ハイドン 銅

68 国府 中学校 木８ 「ラ・セーヌ」より 真島　俊夫 金 代表

69 那賀川 中学校 木８ 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

70 加茂名 中学校 木６ タバッキエラ組曲よりⅢ O．レスピーギ 金 代表

71 池田 中学校 木６ 月の海 櫛田　胅之扶 銀

72 池田 中学校 木５ 花の恋文 櫛田　胅之扶 銀

73 津田 中学校 木５ １７世紀の古いハンガリー舞曲 Ｆ．ファルカシュ 銅

74 城西 中学校 木５ 木管五重奏曲　ト短調より Ｆ．ダンツィ 銀

75 藍住 中学校 木５ ディヴェルティメント Ｊ．ハイドン 銅

76 加茂名 中学校 木４ １５のイマージュによる小組曲より Ｊ．イベール 金 代表

77 阿南 中学校 木３ マカリッシュ・ソフィア 片岡　寛晶 銀

78 北島 中学校 木３ 木管三重奏のための５つの小品 Ｊ．イベール 金 代表

79 鴨島東 中学校 混８ てぃーちてぃーる 福島　弘和 銀

80 井川 中学校 混６ 彼方の光を掴むとき 和田　直也 銀

81 上板 中学校 混６ マイ・ホームタウン 広瀬　勇人 銅

82 小松島 中学校 混５ フラワー・クラウン 和田　直也 銅

83 小松島 中学校 混５ コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銅

84 城西 中学校 混５ スザート舞曲 Ｔ．スザート 銀

85 鳴門市第二 中学校 混５ ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 Ｂ．バルトーク 銀

86 藍住 中学校 混４ アメリカン・テューバ・パトロール Ｆ．ミーチャム 銀


