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1 城ノ内中・高等学校 【打楽器五重奏】 ワイルド・レッド 江原大介 金 代表

2 鳴門高等学校 【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 徳島商業高等学校 【打楽器五重奏】 マリンバ・コンチェルティーノ“ザ・ウェーブ” 安倍圭子 金 代表

4 城南高等学校 【打楽器五重奏】 ルナ 野本洋介 金 代表

5 脇町高等学校 【打楽器五重奏】 花火 石毛里佳 銀

6 城東高等学校 【打楽器四重奏】 ノームの森の物語 高橋宏樹 銀

7 阿波高等学校 【打楽器四重奏】 花回廊/風龍 山澤洋之 銀

8 富岡東中・高等学校 【打楽器三重奏】 三つの朝の情景 山里佐和子 銀

9 徳島北高等学校 【打楽器三重奏】 ディヴェルティメント～３人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金 代表

10 小松島高等学校 【打楽器三重奏】 パーカッシヴ・ウェーブ～３人の打楽器奏者のために～ 片岡寛晶 銅

11 城北高等学校 【打楽器三重奏】 ディヴェルティメント～３人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金 代表

12 徳島商業高等学校 【打楽器三重奏】 トリオ・パー・ウノ N.J.ジヴコヴィッチ 金 代表

13 阿波高等学校 【管打楽器八重奏】 パガニーニの主題による変奏曲 片岡寛晶 銅

14 徳島商業高等学校 【金管八重奏】 クロス・セクション・ビュー 三浦秀秋 金 代表

15 城南高等学校 【金管八重奏】 金管八重奏の為のファンファーレ 福島弘和 金 代表

16 城東高等学校 【金管八重奏】 フィッツウィリアム・ヴァージナル・ブックからの６つの小品より G.ファーナビ- 銅

17 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

18 城ノ内高等学校 【金管八重奏】 金管八重奏のためのラファーガ 河合和貴 金 代表

19 徳島市立高等学校 【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

20 徳島北高等学校 【金管八重奏】 「１２の英雄的行進曲」より G.P.テレマン 銀

21 徳島商業高等学校 【金管八重奏】 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘 金 代表

22 富岡西高等学校 【金管八重奏】 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりⅤ　フンダドーレ　そして、シャンパンをもう１本G.リチャーズ 金 代表

23 脇町高等学校 【金管八重奏】 金管八重奏のためのラファーガ 河合和貴 銀

24 脇町高等学校 【金管七重奏】 シラノ・ド・ベルジュラックの音楽 福田洋介 銀

25 名西高等学校 【金管七重奏】 シラノ・ド・ベルジュラックの音楽 福田洋介 金 代表

26 阿波高等学校 【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 代表

27 小松島高等学校 【金管六重奏】 夏の丘の街 濱崎大吾 銀

28 鳴門高等学校 【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 銅

29 小松島西高等学校 【金管五重奏】 コッツウォルズの風景 広瀬勇人 銀

30 徳島北高等学校 【金管五重奏】 「ルネサンス・ダンス」より T.スザート 金 代表

31 城北高等学校 【金管四重奏】 低音楽器四重奏のための３つの民謡 G.ホルスト 金 代表

32 阿波高等学校 【金管四重奏】 ５つのリートより J.ブラームス 銀

33 富岡東中・高等学校 【金管四重奏】 薫風 坂井貴祐 銀

34 富岡東中・高等学校 【金管三重奏】 ある素敵な日に～３人のフレキシブルアンサンブルのために～ 片岡寛晶 銅

1 脇町高等学校 【サクソフォーン四重奏】 サクソフォーン四重奏曲より　第３楽章 A.デザンクロ 銀

2 徳島商業高等学校 【サクソフォーン四重奏】 イマージュ～サクソフォーン四重奏のために～ 正門研一 金 代表

3 城南高等学校 【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 金 代表

4 阿波高等学校 【サクソフォーン四重奏】 ガラスの香り 福田洋介 金 代表

5 城北高等学校 【サクソフォーン四重奏】 バラード・フォー・トルヴェール 横内章次 金 代表

6 名西高等学校 【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- 銀

7 徳島北高等学校 【サクソフォーン三重奏】 ガラスの香り 福田洋介 銀

8 脇町高等学校 【サクソフォーン三重奏】 パッション 髙橋伸哉 銀

9 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

10 富岡西高等学校 【クラリネット七重奏】 クレシタ 八木澤教司 金 代表

11 城北高等学校 【クラリネット六重奏】 風紋 保科洋 銅

12 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 銀

13 徳島北高等学校 【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 金 代表

14 名西高等学校 【クラリネット四重奏】 フラグメンツ 福島弘和 銀

15 脇町高等学校 【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 銅

16 小松島高等学校 【クラリネット四重奏】 お団子ヘアの女の子 八木澤教司 銀

17 脇町高等学校 【クラリネット三重奏】 ウェントス 石毛里佳 銅

18 城東高等学校 【クラリネット三重奏】 ウェントス 石毛里佳 金 代表

19 城南高等学校 【フルート四重奏】 フルート四重奏曲 P.M.デュボア 金 代表

20 城北高等学校 【フルート四重奏】 グランド・カルテット F.クーラウ 金 代表

21 脇町高等学校 【フルート四重奏】 想い出は銀の笛より 三浦真理 銀

22 徳島商業高等学校 【フルート三重奏】 海のパレット 藤田哲志 銅

23 徳島北高等学校 【フルート三重奏】 バッカス 山中惇史 金 代表

24 城東高等学校 【フルート三重奏】 オリジナル・トリオ A.アンドレ 金 代表

25 小松島高等学校 【フルート三重奏】 バッカス 山中惇史 金 代表

26 鳴門高等学校 【木管六重奏】 ア　フライング　キャベッジ 石毛里佳 銅

27 城ノ内高等学校 【木管六重奏】 「ミクロコスモス」より B.バルトーク 金 代表

28 富岡東中・高等学校 【木管五重奏】 コッツウォルズの風景 広瀬勇人 金 代表

29 城東高等学校 【木管五重奏】 木管五重奏曲変ロ長調作品５６－１ F.ダンツィ 銀

30 城東高等学校 【木管五重奏】 木管五重奏曲ト短調 P.タファネル 金 代表

31 城北高等学校 【木管三重奏】 ウィンズ　オータム 岩村雄太 金 代表

32 城南高等学校 【木管三重奏】 落ち葉の舞う季節 渡部哲哉 銀

33 小松島西高等学校 【木管三重奏】 「４４の小品」より B.バルトーク 銀

34 徳島市立高等学校 【木管三重奏】 ５つの小品 J.イベール 金 代表

35 鳴門渦潮高等学校 【木管三重奏】 花の香る季節に 八木澤教司 銅

36 名西高等学校 【木管三重奏】 古典様式によるソナチネ 田村修平 銀

37 鳴門渦潮高等学校 【混成五重奏】 イケヅキ～海を渡った馬の伝承～ 宮川成治 銅

第44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40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（金）

第44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40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（金）
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