
演
順
1 城南高等学校 打楽器八重奏 エターナルアキュラシー～８人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金 代表

2 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

3 鳴門高等学校 打楽器五重奏 ルナ 野本　洋介 銀

4 脇町高等学校 打楽器四重奏 ハーマンへの手紙 H.G.ブロッドマン 銅

5 脇町高等学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 濱口　大弥 銀

6 富岡東中学校・高等学校 打楽器三重奏 三つの朝の情景 山里　佐和子 銀

7 城ノ内高等学校 打楽器三重奏 月迷宮／大神 山澤　洋之 金 代表

8 小松島西高等学校 打楽器三重奏 ラプソディーⅢ―凜 福田　洋介 銀

9 徳島北高等学校 打楽器三重奏 月迷宮／大神 山澤　洋之 金 代表

10 阿波高等学校 打楽器三重奏 鬼雀蜂の壺 濱口　大弥 銀

11 城東高等学校 打楽器三重奏 響応空間第１番　３人の打楽器奏者のために 杉山　義隆 金 代表

12 富岡西高等学校 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

13 城北高等学校 管打楽器八重奏 インベイスの丘 J.グラステイル 金 代表

14 鳴門高等学校 管打楽器八重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 金 代表

15 城北高等学校 管打楽器八重奏 鼓動 A.ピアソラ 銀

16 小松島高等学校 管打楽器八重奏 三日月のシャンソン 福田　洋介 銀

17 川島中学校・高等学校 管打楽器六重奏 ブリリアント　ダンシーズ 福田　洋介 銅

18 鳴門渦潮高等学校 管打楽器五重奏 潮彩 鹿野　草平 銅

19 徳島商業高等学校 金管八重奏 第１旋法による８声のカンツォン G.ガブリエリ 金 代表

20 城南高等学校 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

21 脇町高等学校 金管八重奏 第１旋法による８声のカンツォン G.ガブリエリ 銅

22 小松島西高等学校 金管七重奏 道化のカプリス 江原　大介 銀

23 富岡東中学校・高等学校 金管六重奏 ダンス・レジオナーレ 福田　洋介 銀

24 城南高等学校 金管六重奏 金管６重奏のための３つのインヴェンション 鹿野　草平 金 代表

25 阿波高等学校 金管六重奏 夏のプレリュード～金管６重奏のための～ 新山　久志 銀

26 脇町高等学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス 片岡　寛晶 銀

27 城北高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲第１番　作品５ V.エヴァルド 金 代表

28 徳島市立高等学校 金管五重奏 戦いの組曲より第３曲　ベルガマスクのカンツォーン S.シャイト 金 代表

29 城ノ内高等学校 金管五重奏 カプリオレス J.ヴァン＝デル＝ロースト 銀

30 徳島北高等学校 金管五重奏 ドイツ吟遊詩人の調べ　第３集 V.ハウスマン／P.ポイル 銀

31 城東高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲第１番　作品５ V.エヴァルド 金 代表

32 徳島商業高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲第１番　作品５ V.エヴァルド 金 代表

33 城ノ内高等学校 金管四重奏 金管中低音のためのラプソディー 新山　久志 金 代表

34 徳島商業高等学校 金管四重奏 フォルモサの風 朴　守賢 金 代表

35 徳島北高等学校 サクソフォーン四重奏 南アメリカ組曲 L.フロレンツォ 銀

36 徳島商業高等学校 サクソフォーン四重奏 ライフ・インデックス　１．ソウル 阿部　勇一 金 代表

37 脇町高等学校 サクソフォーン四重奏 彗星　トルヴェールの「惑星」より 長生　淳 金 代表

38 富岡西高等学校 サクソフォーン三重奏 むさしのファンタジア 三澤　慶 金 代表

39 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

40 城ノ内高等学校 サクソフォーン三重奏 むさしのファンタジア 三澤　慶 金 代表

41 城南高等学校 サクソフォーン三重奏 ３つの小品 L.オストランスキー 銀

42 徳島商業高等学校 クラリネット八重奏 結婚の踊り～交響組曲「ハセナ」より J.プレス 金 代表

43 城南高等学校 クラリネット八重奏 絵のない絵本　第十二夜 樽屋　雅徳 金 代表

44 城北高等学校 クラリネット五重奏 さくらのうた～FIVE 福田　洋介 金 代表

45 脇町高等学校 クラリネット四重奏 革命家 A.ピアソラ 銅

46 富岡東中学校・高等学校 クラリネット四重奏 朝のソナタ 高橋　宏治 銀

47 富岡西高等学校 クラリネット四重奏 クラリネット・ラプソディー D.ベネット 金 代表

48 城ノ内高等学校 クラリネット四重奏 クラリネット四重奏のためのチャルダッシュ V.モンティ 金 代表

49 小松島西高等学校 クラリネット三重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹 銅

50 徳島北高等学校 クラリネット三重奏 熱帯の踊り 本田　拓滉 金 代表

51 脇町高等学校 クラリネット三重奏 三つの小品 天野　正道 銀

52 城北高等学校 フルート四重奏 フルートのための四重奏曲「シンフォニコ」作品１２ A.ライヒャ 金 代表

53 脇町高等学校 フルート四重奏 組曲「あめ」より　いそぎあめ　わたりあめ 鶴薗　明人 銀

54 徳島商業高等学校 フルート三重奏 星空キャンドル 藤田　哲志 金 代表

55 徳島商業高等学校 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

56 鳴門高等学校 木管八重奏 鬼姫　─ある美しき幻影─ 田村　修平 銀

57 阿波高等学校 木管五重奏 パルス 松下　倫士 金 代表

58 城東高等学校 木管四重奏 夜の音楽のための三つの小品 E.ボザ 金 代表

59 城北高等学校 木管四重奏 ソング・アンド・ダンス J.M.サイカーバイク 金 代表

60 城南高等学校 木管三重奏 ユイマール 広瀬勇人 銀

61 徳島北高等学校 木管三重奏 ロンドン・トリオ J.ハイドン 銀

62 富岡東中学校・高等学校 木管三重奏 花の香る季節に～３つの木管楽器のために 八木澤　教司 銀

63 鳴門高等学校 木管三重奏 ディヴェルティメント M.アーノルド 金 代表

64 小松島西高等学校 木管三重奏 花の香る季節に～３つの木管楽器のために 八木澤　教司 銀

65 城南高等学校 木管三重奏 詩曲Ⅱ 井潤　昌樹 金 代表

66 鳴門渦潮高等学校 木管三重奏 長月絵巻 石毛　里佳 銀

67 富岡西高等学校 混成七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀

結果 代表

第45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41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27日（水）
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