
演

順 賞 代表

1 北島中学校 打楽器七重奏 ヴォルケーノ・タワー～７人の打楽器奏者のための J.グラステイル 失格

2 城西中学校 打楽器五重奏 ゲインズボロー T.ゴーガー 銀

3 鳴門第一中学校 打楽器五重奏 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 濱口大弥 金

4 松茂中学校 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

5 山城中学校 打楽器五重奏 第二組曲 金田真一 銀

6 加茂名中学校 打楽器四重奏 ４人のための４分の４ A.J.シローン 銀

7 石井中学校 打楽器四重奏 宝島への地図 高橋宏樹 銀

8 阿南第一中学校 打楽器四重奏 ノームの森の物語 高橋宏樹 銀

9 阿南中学校 打楽器四重奏 彩雲 濱口大弥 銀

10 藍住中学校 打楽器四重奏 花回廊/風龍 山澤洋之 銀

11 城ノ内中学校 打楽器四重奏 ノームの森の物語 高橋宏樹 銀

12 城東中学校 打楽器四重奏 マリンバ・スピリチュアル 三木稔 金 代表

13 大麻中学校 打楽器四重奏 ジ・インペリアル・コード J.グラステイル 該当賞無し

14 八万中学校 打楽器四重奏 星物語～打楽器四重奏のための～ 野本洋介 銅

15 津田中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本洋介 銀

16 国府中学校 打楽器三重奏 トリオ・パー・ウノ N.J.ジヴコヴィッチ 金

17 鳴教大附属中学校 打楽器三重奏 月迷宮/大神 山澤洋之 金

18 徳島中学校 打楽器三重奏 打楽器三重奏の愉しみ 福島弘和 銀

19 池田中学校 打楽器三重奏 気まぐれ散歩 大竹隆文 銀

20 鳴門第一中学校 管打楽器八重奏 騎馬の肖像 福田洋介 銅

21 鳴門第二中学校 管打楽器四重奏 ３つのわらべうた 高橋宏樹 銅

22 加茂名中学校 金管八重奏 クロス・セクション・ビュー 三浦秀秋 金

23 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

24 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

25 鳴教大附属中学校 金管八重奏 金管八重奏のためのラファーガ 河合和貴 銀

26 八万中学校 金管八重奏 華円舞 福田洋介 銀

27 津田中学校 金管八重奏 ９月のある日 福田昌範 銅

28 加茂名中学校 金管八重奏 ２つの詩曲 松下倫士 金

29 北島中学校 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 銀

30 城ノ内中学校 金管八重奏 選ばれた場所 福島弘和 銀

31 鳴門第一中学校 金管八重奏 華円舞 福田洋介 銀

32 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 銀

33 国府中学校 金管七重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より M.プレトリウス 金

34 加茂名中学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管６重奏のために 片岡寛晶 金

35 富田中学校 金管六重奏 パントマイム D.ウーバー 銅

36 那賀川中学校 金管五重奏 いさり火の歌 福田洋介 銀

37 鳴門第一中学校 金管五重奏 金管五重奏曲 M.アーノルド 銀

38 八万中学校 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

39 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

40 加茂名中学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン四重奏曲第１番 J.B.サンジュレー 銀

41 南部中学校 サクソフォーン三重奏 のっぴきならない虹へ 福島弘和 銅

42 城東中学校 サクソフォーン三重奏 パッション 髙橋伸哉 金

43 鳴門第一中学校 サクソフォーン三重奏 ガラスの香り 福田洋介 金

44 井川中学校 サクソフォーン三重奏 疾風 鹿野草平 銀

45 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

46 城東中学校 クラリネット八重奏 ワルツ「マリア・イサベラ」 A.ベリオ 金 代表

47 城西中学校 クラリネット八重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 銅

48 南部中学校 クラリネット六重奏 ３つの小品 飯島俊成 銅

49 鳴門第一中学校 クラリネット六重奏 ３つの小品 飯島俊成 銀

50 石井中学校 クラリネット五重奏 ミニチュア・タウン 石毛里佳 銀

51 八万中学校 クラリネット五重奏 クラリネット・バスカーズ 戸田顕 銀

52 鳴教大附属中学校 クラリネット五重奏 葦のリズム 新井千悦子 金

53 阿南中学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ R.T.ロレンツ 金

54 加茂名中学校 クラリネット四重奏 四重奏曲ヘ長調 C.ベーム 銀

55 北島中学校 クラリネット四重奏 スリー・ラテン・ダンス P.ヒケティック 銀

56 北島中学校 クラリネット三重奏 テルツェット M.プート 銀

57 城西中学校 フルート四重奏 夏山の一日 E.ボザ 銀

58 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

59 鳴門第一中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 八木澤教司 銀

60 加茂名中学校 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

61 城東中学校 フルート三重奏 小組曲第２番 A.アルビージ 金

62 阿南中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛里佳 銀

63 国府中学校 木管八重奏 哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下倫士 金 代表

64 池田中学校 木管六重奏 月の海 櫛田胅之扶 銅

65 城ノ内中学校 木管五重奏 アニトラの踊り E.グリーグ 銀

66 加茂名中学校 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 銀

67 八万中学校 木管三重奏 サテライト～遠く離れた友へ 福島弘和 金

68 八万中学校 木管三重奏 花の香る季節に 八木澤教司 銀

69 城ノ内中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部哲哉 銅

70 鴨島東中学校 混成六重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀
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