
打楽器重奏、金管重奏
演
順

1 徳島北 高等学校 バリ・テューバ四重奏 ラプソディ 八木澤　教司 銅

2 名西 高等学校 金管八重奏 コラールとトッカータ 福島　弘和 金 代表

3 脇町 高等学校 金管八重奏 祈りの海へ 松下　倫士 金 代表

4 城北 高等学校 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

5 脇町 高等学校 金管八重奏 祈りの海へ 松下　倫士 銅

6 徳島商業 高等学校 金管八重奏 クラップス・ゴールド 石毛　里佳 金 代表

7 城南 高等学校 金管八重奏 黒田節幻想曲 石川　亮太 金 代表

8 阿波 高等学校 金管八重奏 せきれいの尾 高橋　宏樹 金 代表

9 城東 高等学校 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

10 富岡西 高等学校 金管八重奏 月の旅人 高橋　宏樹 銀

11 徳島北 高等学校 金管八重奏 文明開化の鐘 高橋　宏樹 銀

12 脇町 高等学校 金管八重奏 祈りの海へ 松下　倫士 金 代表

13 富岡東中・ 高等学校 金管七重奏 騎馬のの肖像 福田　洋介 銅

14 富岡西 高等学校 金管七重奏 幻想小曲集第４巻より Ａ.バッケル＝グロンダール 銅

15 城北 高等学校 金管七重奏 フランス・ルネッサンス舞曲集 Ｃ.ジョルヴェーズ 金 代表

16 徳島市立 高等学校 金管六重奏 タランテラ 八木澤　教司 銀

17 小松島 高等学校 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

18 城ノ内 高等学校 金管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 金 代表

19 鳴門 高等学校 金管五重奏 ５声のバレット集より Ｇ.ガストルディ 銀

20 徳島北 高等学校 金管五重奏 ３つのノルウェーの旋律 Ｅ.グリーグ 銀

21 阿波 高等学校 金管五重奏 ３つの情景 坂井　貴祐 銀

22 城ノ内 高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲 Ｍ.アーノルド 金 代表

23 徳島商業 高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲第１番より第３楽章 Ｖ.エヴァルド 金 代表

24 小松島西 高等学校 管・打楽器七重奏 フラワー・クラウン 和田　直也 銅

25 鳴門渦潮 高等学校 管・打楽器七重奏 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人 銀

26 徳島商業 高等学校 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

27 城北 高等学校 打楽器七重奏 エクリプス・ルチア Ｊ.グラステイル 金 代表

28 脇町 高等学校 打楽器五重奏 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 濵口　大弥 金 代表

29 城ノ内 高等学校 打楽器五重奏 ルナ 野本　洋介 金 代表

30 鳴門 高等学校 打楽器五重奏 エクリプス・ルチア Ｊ.グラステイル 金 代表

31 富岡西 高等学校 打楽器四重奏 スピリチュアル 八木澤　教司 銅

32 阿波 高等学校 打楽器四重奏 祈りの光　一つの思いⅠ 山澤　洋之 銀

33 徳島北 高等学校 打楽器四重奏 獅子神楽～４人の打楽器奏者のために～ 片岡　寛晶 銀

34 富岡東中・ 高等学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一 銅

35 小松島 高等学校 打楽器三重奏 村時雨～打楽器三重奏の為に～ 岩村　雄太 金 代表

36 城南 高等学校 打楽器三重奏 ディヴェルティメント Ｊ.グラステイル 金 代表

結果 代表

第43回徳島県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ　高等学校の部予選（第39回全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ徳島県大会　高等学校の部予選）　１２月２３日（水）

演奏曲 作曲者出演団体 編成



演

順

1 脇町 高等学校 サクソフォン五重奏 セカンド・バトル 天野　正道 銀

2 城北 高等学校 サクソフォン五重奏 ブルー・ダスク 江原　大介 金 代表

3 城南 高等学校 サクソフォン五重奏 セカンド・バトル 天野　正道 金 代表

4 徳島北 高等学校 サクソフォン四重奏 彗星ートルヴェールの〈惑星〉より 長生　淳 金 代表

5 小松島 高等学校 サクソフォン四重奏 祀りーサックス４重奏のための 高橋　宏樹 銀

6 阿波 高等学校 サクソフォン四重奏 インスラ・ドゥルカマラ 福島  弘和 銅

7 富岡西 高等学校 サクソフォン四重奏 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F．レハール 銅

8 徳島商業 高等学校 サクソフォン四重奏 彗星ートルヴェールの〈惑星〉より 長生　淳 金 代表

9 城ノ内 高等学校 サクソフォン三重奏 のっぴきならない虹へ 高橋　弘和 銀

10 城北 高等学校 クラリネット八重奏 パーテル・ノステル 八木澤　教司 金 代表

11 徳島商業 高等学校 クラリネット八重奏 ラ・セーヌ 真島　俊夫 金 代表

12 徳島北 高等学校 クラリネット六重奏 クラリネット・ダンス 福田　洋介 銀

13 脇町 高等学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ Ｒ.Ｔ.ロレンツ 銅

14 城南 高等学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ Ｒ.Ｔ.ロレンツ 金 代表

15 小松島 高等学校 クラリネット五重奏 ミニチュア・タウン 石毛　里佳 銀

16 脇町 高等学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ Ｒ.Ｔ.ロレンツ 銀

17 富岡西 高等学校 クラリネット四重奏 革命家 Ａ.ピアソラ 銅

18 城ノ内 高等学校 クラリネット三重奏 ウェントス 石毛　里佳 金 代表

19 城東 高等学校 クラリネット三重奏 三重奏曲　変ロ長調 Ｊ.Ｆ.フンメル 金 代表

20 阿波 高等学校 クラリネット三重奏 オーディションのための６つ小品　１，３，４楽章 Ｊ.Ｆ.ディファイ 金 代表

21 富岡西 高等学校 フルート四重奏 グランド・カルテット F.クーラウ 銀

22 徳島商業 高等学校 フルート四重奏 グランド・カルテット F.クーラウ 金 代表

23 脇町 高等学校 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

24 徳島北 高等学校 フルート三重奏 カント・ディ・プリマベーラ Ａ.アルビージ 銀

25 城東 高等学校 フルート三重奏 3つの三重奏曲　作品１３より　No.2 第２楽章 Ｆ.クーラウ 金 代表

26 小松島 高等学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛　里佳 銀

27 城北 高等学校 フルート三重奏 第二小組曲 Ａ.アルビージ 金 代表

28 城南 高等学校 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

29 富岡西 高等学校 フルート三重奏 ３つの三重奏曲　作品１３ Ｆ.クーラウ 金 代表

30 脇町 高等学校 フルート三重奏 月明かりの照らす3つの風景 高橋広樹 銀

31 徳島市立 高等学校 木管五重奏 木管五重奏曲ト短調　作品56-2 Ｆ.ダンツィ 金 代表

32 徳島北 高等学校 木管五重奏 木管五重奏曲「アゴラ」 八木澤　教司 銅

33 城東 高等学校 木管五重奏 17世紀の古いハンガリーの舞曲 Ｆ.ファルカシュ 金 代表

34 城南 高等学校 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 代表

35 富岡西 高等学校 木管三重奏 緋色の輪舞 福田　洋介 銅

36 鳴門 高等学校 木管三重奏 詩曲Ⅱ 井澗　昌樹 金 代表

37 城ノ内 高等学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 金 代表

38 城ノ内 高等学校 木管三重奏 協奏曲ト短調　RV103 Ａ.ヴィヴァルディ 金 代表

39 富岡東中・ 高等学校 混成六重奏 小さな楽団のための組曲　第二番 高橋　宏樹 銅

40 城南 高等学校 混成五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銀

41 阿波 高等学校 混成三重奏 マカリッシュ・ソフィア 片岡　寛晶 銅

42 徳島商業 高等学校 混成三重奏 マカリッシュ・ソフィア 片岡　寛晶 金 代表

演奏曲出演団体 編成 作曲者


