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順

1 上板中学校 打楽器五重奏 「大地の鼓動」“自由への戦い” 猪俣　猛 銀

2 小松島南中学校 打楽器五重奏 エオリアン・クインテット 金田　真一 銀

3 徳島中学校 打楽器五重奏 「大地の鼓動」“自由への戦い” 猪俣　猛 金 代表

4 国府中学校 打楽器四重奏 マリンバ・スピリチュアル 三木　稔 金 代表

5 吉野中学校 打楽器四重奏 彩雲 濵口　大弥 銀

6 石井中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

7 加茂名中学校 打楽器四重奏 グランドアンセム～ソロティンパニと3人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金 代表

8 川内中学校 打楽器三重奏 下弦の月ー踊りー 野本　洋介 銀

9 那賀川中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銀

10 鳴門第一中学校 打楽器三重奏 舞姫 嶋崎　雄斗 金 代表

11 津田中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銀

12 阿南第一中学校 打楽器三重奏 アリオーソⅤ 神長　一康 銀

13 松茂中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銀

14 藍住中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銀

15 城ノ内中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金 代表

16 加茂名中学校 管打楽器八重奏 ハオルシア～雫石～ 清水　大輔 金 代表

17 藍住中学校 管打楽器八重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銅

18 鳴門第二中学校 管打楽器七重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 銀

19 鳴門第一中学校 管打楽器七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 金 代表

20 徳島中学校 管打楽器六重奏 テレプシコーレから４つのダンスより M.プレトリウス 金 代表

21 津田中学校 管打楽器六重奏 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Ⅰ 戸田　顕 銀

22 国府中学校 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

23 石井中学校 金管八重奏 春はまほろば 櫛田　胅之扶 銅

24 吉野中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 P.F.カルーベル 銅

25 上板中学校 金管八重奏 第7旋法によるカンツォン第2番 G.ガブリエリ 銅

26 津田中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金 代表

27 鳴門第一中学校 金管八重奏 選ばれた場所 福島　弘和 金 代表

28 松茂中学校 金管八重奏 フランス・ルネッサンス舞曲集 C.ジェルヴェイズ 金 代表

29 加茂名中学校 金管八重奏 「祈りの海へ」 松下　倫士 金 代表

30 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

31 阿南第一中学校 金管八重奏 ゾンダ 河合　和貴 銀

32 藍住中学校 金管八重奏 ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエリ 銀

33 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 銀

34 川内中学校 金管七重奏 金管七重奏のための“ティー・タイム” 髙橋　伸哉 銀

35 城ノ内中学校 金管七重奏 明日への羽 新山　久志 金 代表

36 小松島南中学校 金管七重奏 金管七重奏のための“ティー・タイム” 髙橋　伸哉 銀

37 川内中学校 金管六重奏 ファンタジア W.バード 銅
38 那賀川中学校 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 金 代表
39 鳴門第一中学校 金管五重奏 ルネサンス・ダンス 福田　洋介 金 代表
40 鳴門第二中学校 金管五重奏 スザート舞曲 T.スザート 金 代表
41 藍住中学校 金管五重奏 ３つの小品 L.マウラー 銅
42 松茂中学校 金管五重奏 海のスケッチ I.マクドナルド 辞退
43 城ノ内中学校 金管四重奏 森の騎士 福田　洋介 金 代表
44 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 金 代表
45 城東中学校 打楽器六重奏 ６人の打楽器奏者のための〈ケチャ〉 西村　朗 金 代表
46 城西中学校 打楽器六重奏 花火 石毛　里佳 金 代表
47 小松島中学校 打楽器六重奏 第一組曲 金田　真一 銀
48 八万中学校 打楽器五重奏 花火 石毛　里佳 銀
49 藍住東中学校 打楽器五重奏 桜の川 濱口　大弥 銀
50 南部中学校 打楽器五重奏 花火 石毛　里佳 金 代表
51 鳴教大附属中学校 打楽器四重奏 少女の祈り，永遠を見たもの 濱口　大弥 金 代表
52 板野中学校 打楽器四重奏 ファイヤー P.オゴルマン 銅
53 阿南中学校 打楽器四重奏 色彩舞踊 山澤　洋之 金 代表
54 瀬戸中学校 打楽器三重奏 パルス 山本　教生 銀
55 富田中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金 代表
56 藍住東中学校 管打楽器八重奏 騎馬の肖像 福田　洋介 銀
57 美馬中学校 管打楽器八重奏 アルルの女　第２組曲より　ファランドール G.ビゼー 銅
58 鴨島東中学校 管打楽器八重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀
59 土成中学校 管打楽器八重奏 天の剣 福田　洋介 銀
60 城西中学校 管打楽器八重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 銀
61 三野中学校 管打楽器七重奏 ディア・クラウディア 朴　守賢 銀
62 美馬中学校 管打楽器七重奏 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹 銅
63 瀬戸中学校 管打楽器六重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銅
64 南部中学校 金管八重奏 ピーコックブルー 福田　洋介 銀
65 八万中学校 金管八重奏 トレス・トロバドル 高橋　宏樹 金 代表
66 藍住東中学校 金管八重奏 もう一匹の猫「クラーケン」 C.ヘイゼル 銀
67 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
68 富田中学校 金管八重奏 スザート舞曲集 T.スザート 銀
69 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 P.F.カルーベル 金 代表
70 鳴教大附属中学校 金管八重奏 トレス・トロバドル 高橋　宏樹 金 代表
71 城西中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 銀
72 南部中学校 金管八重奏 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 高橋　宏樹 銀
73 北島中学校 金管七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 金 代表
74 阿南中学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 広瀬　勇人 金 代表
75 鳴教大附属中学校 金管七重奏 明日への羽 新山　久志 金 代表
76 城西中学校 金管六重奏 ピアノ曲集「お菓子の世界」より 湯山　昭 銀
77 瀬戸中学校 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
78 池田中学校 金管六重奏 ３つのエピソード 櫛田　胅之扶 銀
79 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
80 三野中学校 金管五重奏 つよきちから 飯塚　佑輝 銀
81 富岡東中学校 金管五重奏 いさり火の歌 福田　洋介 金 代表
82 小松島中学校 金管四重奏 ３つの舞曲 T.スザート 金 代表

第45回徳島県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ　中学校の部予選（第41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）

結果 代表演奏曲 作曲者団体名 編成



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

2 加茂名中学校 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 代表

3 石井中学校 サクソフォーン四重奏 カルテット L.ブラオウ 銀

4 石井中学校 サクソフォーン四重奏 四重奏曲 F.ジャンジャン 銀

5 藍住中学校 サクソフォーン四重奏 アリオンの琴歌 八木澤　教司 銀

6 川内中学校 サクソフォーン三重奏 のっぴきならない虹へ 福島　弘和 銀

7 吉野中学校 サクソフォーン三重奏 プリムラ 加藤　大輝 銀

8 松茂中学校 サクソフォーン三重奏 のっぴきならない虹へ 福島　弘和 辞退

9 石井中学校 クラリネット七重奏 ピクセルズ 福田　洋介 銀

10 城ノ内中学校 クラリネット五重奏 翠色の蜃気楼 加藤　新平 銀

11 松茂中学校 クラリネット五重奏 キラキラ星による変奏曲 森田　一浩 金 代表

12 鳴門第一中学校 クラリネット五重奏 ノブナガ 鈴木　英史 金 代表

13 川内中学校 クラリネット四重奏 スケルツェット，パヴァーヌとゴパック G.ジェイコブ 銀

14 上板中学校 クラリネット四重奏 カプリス C.グランドマン 銀

15 加茂名中学校 クラリネット四重奏 フラグメンツ 福島　弘和 金 代表

16 藍住中学校 クラリネット四重奏 お団子ヘアの女の子 八木澤　教司 銀

17 吉野中学校 クラリネット三重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹 銀

18 鳴門第一中学校 フルート四重奏 蒼い風 福田　洋介 金 代表

19 石井中学校 フルート四重奏 アルカディ M.ベルトミュー 金 代表

20 川内中学校 フルート四重奏 コロラトゥーラ 八木澤　教司 金 代表

21 城ノ内中学校 フルート四重奏 想い出は銀の笛 三浦　真里 金 代表

22 吉野中学校 フルート三重奏 田園組曲 J.M.ダマーズ 銅

23 藍住中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤　教司 金 代表

24 藍住中学校 フルート三重奏 月明かりの照らす３つの風景 高橋　宏樹 金 代表

25 加茂名中学校 フルート三重奏 笛吹きたちの休日 J.カステレード 金 代表

26 松茂中学校 フルート三重奏 碧い月の神話 石毛　里佳 金 代表

27 国府中学校 木管八重奏 鬼姫ーある美しき幻影ー 田村　修平 金 代表

28 那賀川中学校 木管七重奏 イントラーダⅡ 八木澤　教司 銀

29 小松島南中学校 木管七重奏 風変わりな美女 E.サティ 銀

30 阿南第一中学校 木管七重奏 花灯路 櫛田　胅之扶 金 代表

31 徳島中学校 木管五重奏 ディヴェルティメント J.ハイドン 銀

32 城ノ内中学校 木管五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銀

33 徳島中学校 木管五重奏 木管五重奏曲　変ロ長調 F.ダンツィ 金 代表

34 津田中学校 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

35 小松島南中学校 木管三重奏 トリプルあいすⅡ 八木澤　教司 銀

36 津田中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 金 代表

37 国府中学校 混成八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より M.プレトリウス 金 代表

38 山城中学校 混成七重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 銀
39 阿南第一中学校 混成四重奏 スタートライン 山下　祐加 銀
40 井川中学校 混成四重奏 森のカルテット 広瀬　勇人 銀
41 山城中学校 混成三重奏 ある素敵な日に 片岡　寛晶 金 代表
42 南部中学校 サクソフォーン五重奏 ガラスの香り 福田　洋介 金 代表
43 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 金 代表
44 藍住東中学校 サクソフォーン四重奏 リベルタンゴ A.ピアソラ 銀
45 城西中学校 サクソフォーン四重奏 アンダンテとスケルツェット Ｐ.ランティエ 金 代表
46 富田中学校 サクソフォーン三重奏 カプリッチョ 渡部　哲哉 銅
47 八万中学校 サクソフォーン三重奏 むさしのファンタジア 三澤　慶 銀
48 八万中学校 サクソフォーン三重奏 ≪疾風≫Side S 鹿野　草平 金 代表
49 阿南中学校 サクソフォーン三重奏 カプリッチョ 渡部　哲哉 金 代表
50 鳴教大附属中学校 サクソフォーン三重奏 ≪疾風≫Side S 鹿野　草平 金 代表
51 北島中学校 クラリネット八重奏 ラ・セーヌ 真島　俊夫 金 代表
52 南部中学校 クラリネット八重奏 小組曲 飯島　俊成 銀
53 城西中学校 クラリネット六重奏 古風なるメヌエット M.ラヴェル 銀
54 鳴教大附属中学校 クラリネット五重奏 波影 片岡　寛晶 銀
55 藍住東中学校 クラリネット五重奏 ある森の一日 本田　拓滉 銀
56 城東中学校 クラリネット五重奏 カレイドスコープ R.T.ロレンツ 金 代表
57 八万中学校 クラリネット四重奏 オーディションのための６つの小品 J.M.ドゥファイ 金 代表
58 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 代表
59 北島中学校 クラリネット四重奏 スケルツェット，パヴァーヌとゴパック G.ジェイコブ 銀
60 藍住東中学校 フルート五重奏 心に染みる５つの言葉 八木澤　教司 銀
61 北島中学校 フルート四重奏 夏山の一日 E.ボザ 金 代表
62 鳴教大附属中学校 フルート四重奏 蒼い風 福田　洋介 金 代表
63 城西中学校 フルート四重奏 フルーツパフェ　より 伊藤　康英 銀
64 八万中学校 フルート三重奏 雅 櫛田　胅之扶 金 代表
65 阿南中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤　教司 金 代表
66 富田中学校 フルート三重奏 フルート　トリオ T.ベルビギエ 銅
67 南部中学校 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
68 池田中学校 木管六重奏 月の海 櫛田　胅之扶 銀
69 北島中学校 木管五重奏 ディヴェルティメント J.ハイドン 銀
70 小松島中学校 木管五重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀
71 八万中学校 木管五重奏 ５つの管楽器のための小室内音楽 P.ヒンデミット 金 代表
72 小松島中学校 木管三重奏 ディヴェルティメント M.アーノルド 銀
73 小松島中学校 木管三重奏 海の月 宮川　成治 銅
74 富田中学校 木管三重奏 レタスのまど 石毛　里佳 辞退
75 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 代表
76 城西中学校 混成八重奏 てぃーち　てぃーる 福島　弘和 銀
77 城東中学校 混成八重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より M.プレトリウス 金 代表
78 鳴教大附属中学校 混成五重奏 風のストーリー 櫛田　胅之扶 銅
79 富田中学校 混成五重奏 スザート舞曲集 T.スザート 銅
80 小松島中学校 混成四重奏 薫風 坂井　貴祐 銀
81 小松島中学校 混成三重奏 緋色の輪舞 福田　洋介 銅
82 南部中学校 混成三重奏 スイーツ組曲　第１番 櫛田　胅之扶 銀
83 小松島中学校 混成三重奏 緋色の輪舞 福田　洋介 銀


