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1 城南高等学校 打楽器八重奏 ペルフェクトム・トリニタス～打楽器八重奏のための 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

4 徳島北高等学校 打楽器五重奏 雪灯籠／白虎 山澤　洋之 銀

5 富岡東中学校・高等学校 打楽器四重奏 ノームの森の物語 高橋　宏樹 銅

6 阿波高等学校 打楽器四重奏 石を割る華 山澤　洋之 銅

7 城ノ内高等学校 打楽器四重奏 祈りの光　一つの思い　Ⅰ 山澤　洋之 銀

8 脇町高等学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 金 代表

9 城北高等学校 打楽器三重奏 舞姫 嶋崎　雄斗 銀

10 脇町高等学校 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

11 徳島市立高等学校 管打八重奏 テレプシコーレ舞曲集 P.F.カルーベル 金 代表

12 小松島西高等学校 管打八重奏 天の剣 福田　洋介 銀

13 阿波高等学校 管打七重奏 オルケゾグラフィ舞踏曲集 Ｔ.アルボ 銅

14 徳島商業高等学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏 アマゾネス 八木澤　教司 金 代表

15 城ノ内高等学校 金管八重奏 奥義《ＯＨＧＩ》 高橋　宏樹 金 代表

16 徳島北高等学校 金管八重奏 イントラーダ 八木澤　教司 金 代表

17 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

18 阿波高等学校 金管八重奏 「12の英雄的行進曲」より　1.荘重/2.優美/10.優雅 Ｇ.Ｐ.テレマン 銀

19 城北高等学校 金管八重奏 水の宮殿 松下　倫士 金 代表

20 城南高等学校 金管八重奏 「水上の音楽」より Ｇ.Ｆ.ヘンデル 金 代表

21 脇町高等学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 銀

22 富岡西高等学校 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 金 代表

23 徳島商業高等学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 金 代表

24 小松島高等学校 金管八重奏 火天の舞 尾崎　一成 銀

25 鳴門高等学校 金管八重奏 金管八重奏のための「ジェラシー」 Ｊ.ガーデ 金 代表

26 富岡東中学校・高等学校 金管七重奏 道化のカプリス 江原　大介 金 代表

27 城ノ内高等学校 金管六重奏 金管六重奏の為のラプソディ 福田　昌範 銀

28 脇町高等学校 金管六重奏 金管六重奏のための3つのインヴェンション 鹿野　草平 銅

29 徳島商業高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲 Ｍ.アーノルド 金 代表

30 城北高等学校 金管五重奏 「空想・おもちゃ・夢」 Ｇ.ファーナビー 銅

31 城東高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲 Ｍ.アーノルド 金 代表

32 徳島商業高等学校 金管五重奏 金管五重奏曲 Ｖ.エヴァルド 金 代表

33 鳴門高等学校 金管四重奏 時の翼 広瀬　勇人 銀

34 脇町高等学校 金管四重奏 時の翼 広瀬　勇人 銅

35 鳴門渦潮高等学校 金管三重奏 航海士の夢　金管三重奏のための小さな物語 鶴久　右 銅

36 阿波高等学校 サクソフォーン四重奏 アミューズメント・パーク組曲 高橋　宏樹 銀

37 徳島北高等学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン四重奏曲 Ｆ.ジャンジャン 金 代表

38 脇町高等学校 サクソフォーン四重奏 バーレスク Ｒ.プラネル 銀

39 鳴門高等学校 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

40 徳島商業高等学校 サクソフォーン四重奏 サクソフォーン四重奏曲より Ａ.デザンクロ 金 代表

41 富岡東中学校・高等学校 サクソフォーン三重奏 プリムラ 加藤　大輝 銀

42 城南高等学校 サクソフォーン三重奏 パッション 髙橋　伸哉 金 代表

43 富岡西高等学校 サクソフォーン三重奏 8つの小品より　間奏曲，スケルツォ Ｒ.グリエール 金 代表

44 城ノ内高等学校 サクソフォーン三重奏 エンパシー 清水　大輔 金 代表

45 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

46 城南高等学校 クラリネット七重奏 結婚の踊り　交響組曲「ハセナ」より Ｊ.プレス 金 代表

47 脇町高等学校 クラリネット四重奏 チャルダッシュ Ｖ.モンティ 銅

48 城ノ内高等学校 クラリネット四重奏 バード・ウォッチング Ｍ.ヘンリー 金 代表

49 徳島北高等学校 クラリネット四重奏 ガラスの海と都市の情景 Micina 銀

50 富岡西高等学校 クラリネット四重奏 オーディションのための6つの小品より Ｊ.Ｍ.ドゥファイ 金 代表

51 脇町高等学校 クラリネット四重奏 チャルダッシュ Ｖ.モンティ 銀

52 鳴門高等学校 クラリネット四重奏 オーディションのための6つの小品より Ｊ.Ｍ.ドゥファイ 金 代表

53 城東高等学校 クラリネット三重奏 蛇儀礼 尾崎　一成 金 代表

54 小松島西高等学校 クラリネット三重奏 ニューベリー・ストリート 広瀬　勇人 銅

55 脇町高等学校 フルート四重奏 グランドカルテット　Op.103 Ｆ.クーラウ 金 代表

56 城南高等学校 フルート三重奏 海のパレット 藤田　哲志 金 代表

57 徳島商業高等学校 フルート三重奏 グランド・トリオ　ロ短調　Op.90 Ｆ.クーラウ 金 代表

58 城東高等学校 フルート三重奏 小組曲第2番 Ａ.アルビージ 金 代表

59 城北高等学校 木管七重奏 ジャズ舞踏組曲より Ｅ.シュルホフ 銀

60 鳴門高等学校 木管五重奏 ブリリアント・ダンシーズ 福田　洋介 銀

61 脇町高等学校 木管四重奏 組曲「くるみ割り人形」より　小さな序曲　 Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー 銅

62 富岡東中学校・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

63 城北高等学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 銅

64 徳島北高等学校 木管三重奏 三重奏曲　Op.24 Ｃ.クンマー 金 代表

65 小松島西高等学校 木管三重奏 ユイマール 広瀬　勇人 銅

66 城東高等学校 木管三重奏 組曲「水上の音楽」より Ｇ.Ｆ.ヘンデル 銀

67 城南高等学校 木管三重奏 十六夜のロマンス 井澗　昌樹 銀

68 徳島市立高等学校 木管三重奏 ディヴェルティメント Ｍ.アーノルド 金 代表

69 鳴門高等学校 木管三重奏 木管三重奏のためのディヴェルティメント Ｍ.アーノルド 金 代表

70 城南高等学校 木管三重奏 見えない鳥たち 田村　修平 金 代表

71 徳島商業高等学校 混成五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人 銀

第46回徳島県アンサンブルコンテスト　高等学校の部予選（第42回全日本アンサンブルコンテスト徳島県大会高等学校の部予選）　
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