
演

順 賞 代表

1 鳴教大附属中学校 打楽器八重奏 ジャンヌ・ダルク～8つの打楽器群のための J.グラステイル 金

2 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

3 城西中学校 打楽器六重奏 カプリス 金田　真一 銀

4 城東中学校 打楽器五重奏 マリンバコンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」　ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための 安倍　圭子 金 代表

5 国府中学校 打楽器五重奏 Black Magic　～5人の打楽器奏者による“ネクロマンサー”～ 新野　将之 金 代表

6 南部中学校 打楽器五重奏 ラミアの氷像 嶋崎　雄斗 銀

7 石井中学校 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 銅

8 阿南中学校 打楽器四重奏 少女の祈り，永遠を見たもの 濵口　大弥 銅

9 小松島中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

10 吉野中学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 濵口　大弥 銀

11 鳴門市第一中学校 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

12 川内中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 銀

13 富田中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金

14 鳴門市第一中学校 管打楽器七重奏 「こどもの生活」より T.クラック 銅

15 井川中学校 管打楽器五重奏 なぞのたからばこ 石毛　里佳 銅

16 鳴門市第一中学校 金管八重奏 金管八重奏の為のファンファーレ 福島　弘和 銀

17 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

18 阿南中学校 金管八重奏 「王様と小人」序曲 辻　峰拓 銀

19 富田中学校 金管八重奏 「12の英雄的行進曲」より Ｇ.Ｐ.テレマン 銀

20 加茂名中学校 金管八重奏 金管八重奏のためのコンポジション 福島　弘和 金

21 津田中学校 金管八重奏 黒の断続 江原　大介 銀

22 鳴教大附属中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 銀

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 八万中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 金

25 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 Ｍ.プレトリウス 金

26 城西中学校 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

27 南部中学校 金管八重奏 テレプシコーレ舞曲集 Ｍ.プレトリウス 銀

28 石井中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 銀

29 川内中学校 金管七重奏 騎馬の肖像 福田　洋介 銀

30 徳島中学校 金管七重奏 A way to the hope　～希望への道～ 菊一　旭大 銀

31 小松島南中学校 金管七重奏 ボン・ボヤージュ！ 広瀬　勇人 銅

32 八万中学校 金管六重奏 あの坂の向こう 広瀬　勇人 銀

33 小松島中学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管六重奏のために 片岡　寛晶 金

34 南部中学校 金管五重奏 いさり火の歌 福田　洋介 銀

35 北島中学校 金管四重奏 三つの舞曲 Ｔ.スザート 銀

36 城ノ内中学校 金管四重奏 森の騎士 福田　洋介 銅

37 加茂名中学校 金管四重奏 ラノベ　ファンタジア 宮川　成治 銅

38 八万中学校 サクソフォーン五重奏 ガラスの香り 福田　洋介 金

39 石井中学校 サクソフォーン五重奏 セカンド・バトル 天野　正道 銀

40 城西中学校 サクソフォーン五重奏 ガラスの香り 福田　洋介 銀

41 北島中学校 サクソフォーン四重奏 ギリシャ組曲 Ｐ.イトゥラルデ 金

42 藍住中学校 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

43 南部中学校 サクソフォーン四重奏 ギリシャ組曲 Ｐ.イトゥラルデ 銀

44 小松島南中学校 サクソフォーン三重奏 プリムラ 加藤　大輝 銀

45 加茂名中学校 サクソフォーン三重奏 むさしのファンタジア 三澤　慶 銀

46 八万中学校 クラリネット八重奏 コラールと舞曲 Ｖ.ネリベル 金

47 北島中学校 クラリネット八重奏 ガラスの海と都市の情景 Micina 金

48 城西中学校 クラリネット七重奏 ピクセルズ 福田　洋介 銅

49 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

50 小松島中学校 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

51 加茂名中学校 クラリネット四重奏 超絶技巧練習曲第七番「アニマンド」 阿部　勇一 金

52 鳴門市第一中学校 クラリネット四重奏 ア　プレイフル　カルテット Ｒ.デカンク 金

53 南部中学校 クラリネット四重奏 「プレリュードとダンス」より　ダンス Ｍ.カルル 銀

54 石井中学校 フルート四重奏 思い出は銀の笛 三浦　真理 金

55 鳴教大附属中学校 フルート四重奏 グランド・カルテット Ｆ.クーラウ 金

56 八万中学校 フルート三重奏 三重奏曲　作品86 Ｆ.クーラウ 金

57 加茂名中学校 フルート三重奏 小組曲第二番 Ａ.アルビージ 銀

58 南部中学校 フルート三重奏 雪灯りの幻想 福島　弘和 銀

59 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

60 阿南中学校 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 国府中学校 木管八重奏 水墨画三景にみる白と黒の陰翳～木管八重奏のための 内藤　友樹 銀

62 城東中学校 木管八重奏 ラ・セーヌ 真島　俊夫 金 代表

63 阿南第一中学校 木管五重奏 Brilliant Dances 福田　洋介 銀

64 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 銅

65 鴨島東中学校 木管四重奏 スタートライン 山下　祐加 銅

66 小松島中学校 木管三重奏 見えない鳥たち 田村　修平 金 代表

67 南部中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 銀

68 徳島中学校 木管三重奏 木管三重奏のための５つの小品より Ｊ.イベール 銀

69 北島中学校 木管三重奏 協奏曲　ト短調　RV103 Ａ.ヴィヴァルディ 銀
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