
№ 団体名 編成 曲名 作曲者 結果
1 美馬中学校 管打楽器八重奏 波を超えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤 洋 銅
2 鴨島第一中学校 管打楽器四重奏 みのりの歌 福田 洋介 銀
3 鴨島第一中学校 金管六重奏 ガーゴイル 広瀬 勇人 銀
4 土成中学校 管打楽器八重奏 天の剣 福田 洋介 銀
5 井川中学校 管打楽器六重奏 なぞのたからばこ 石毛 里佳 銅
6 石井中学校 金管八重奏 クラップス・ゴールド 石毛 里佳 金・代表
7 鴨島東中学校 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・代表
8 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
9 国府中学校 木管七重奏 ラ・セーヌ 真島 俊夫 金・代表
10 国府中学校 木管三重奏 詩曲Ⅱ 井澗 昌樹 金・代表
11 加茂名中学校 金管六重奏 ガーゴイル 広瀬 勇人 銀
12 加茂名中学校 混成八重奏 スラヴ舞曲集第２集より第７番 Ａ.ドヴォルザーク 銀
13 藍住中学校 管打楽器四重奏 ブリオングロイド 須賀 拓夢 銅
14 藍住中学校 金管五重奏 金管五重奏曲 第３番 V.エヴァルド 銀
15 藍住中学校 木管六重奏 風変わりな美女 E.サティ 銀
16 阿南第一中学校 木管五重奏 ３つの花 福田 洋介 銀
17 阿南第一中学校 混成八重奏 騎馬の肖像 福田 洋介 銀
18 小松島南中学校 金管八重奏 ガーシュイン・イン・ブラス！！２ G.ガーシュイン 金・代表
19 小松島南中学校 混成八重奏 てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島 弘和 銀
20 那賀川中学校 サクソフォーン三重奏 パッション 髙橋 伸哉 銀
21 瀬戸中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田 真一 辞退
22 松茂中学校 管打楽器七重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 銅
23 松茂中学校 金管七重奏 ６つのフランドル舞曲 P.ファレーズ 銀
24 山城中学校 混成四重奏 フォルモサの風 朴 守賢 銅
25 津田中学校 混成八重奏 騎馬の肖像 福田 洋介 銀
26 津田中学校 混成四重奏 春の扉 山下 祐加 銅
27 川内中学校 金管四重奏 ターコイズ・ブルー 郷間 幹男 銀
28 川内中学校 木管三重奏 レタスのまど 石毛 里佳 銀
29 八万中学校 打楽器六重奏 海神 濵口 大弥 金・代表
30 八万中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 金・代表
31 八万中学校 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 金・代表
32 城ノ内中等教育学校 金管六重奏 タランテラ 八木澤 教司 金・代表
33 城ノ内中等教育学校 サクソフォーン四重奏 アリオンの琴歌 八木澤 教司 金・代表
34 江原中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎 雄斗 銅
35 三野中学校 混成五重奏 コッツウォルズの風景 広瀬 勇人 銀
36 上板中学校 管打楽器七重奏 春の牧歌 福田 洋介 銀
37 三好中学校 木管三重奏 サテライト～遠く離れた友へ 福島 弘和 銀
38 藍住東中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎 雄斗 金・代表
39 藍住東中学校 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
40 城西中学校 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 銀
41 城西中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 金・代表
42 城西中学校 クラリネット七重奏 宵影 片岡 寛晶 金・代表
43 城西中学校 混成八重奏 風の戯れⅡ 八木澤 教司 金・代表
44 北島中学校 打楽器六重奏 ２つの悲しい旋律 大竹 隆文 金・代表
45 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
46 北島中学校 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 金・代表
47 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
48 南部中学校 金管八重奏 華円舞 福田 洋介 金・代表
49 南部中学校 サクソフォーン三重奏 ３つの小品 Ｌ.オストランスキー 金・代表
50 南部中学校 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
51 南部中学校 フルート三重奏 はなやぎ 福田 洋介 金・代表
52 鳴門教育大学附属中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本 洋介 金・代表
53 鳴門教育大学附属中学校 金管八重奏 黒の断続 江原 大介 金・代表
54 阿南中学校 打楽器三重奏 ディベルティメント～３人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 金・代表
55 阿南中学校 金管八重奏 水の惑星への讃歌 高橋 宏樹 金・代表
56 阿南中学校 木管八重奏 木管八重奏のためのコンポジション 福島 弘和 金・代表
57 富岡東中学校 金管五重奏 名もなき詩 広瀬 勇人 銀
58 小松島中学校 打楽器三重奏 ディベルティメント～３人の打楽器奏者のために～ J.グラステイル 銀
59 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
60 城東中学校 打楽器四重奏 マリンバ・スピリチュアル 三木 稔 金・代表
61 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
62 城東中学校 木管八重奏 ラ・セーヌ 真島 俊夫 金・代表
63 城東中学校 混成七重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より M.プレトリウス 金・代表
64 富田中学校 管打楽器八重奏 あかつきの舞 福田 洋介 金・代表
65 富田中学校 木管七重奏 田園セレクション L.v.ベートーヴェン 金・代表
66 鳴門市第一中学校 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
67 鳴門市第一中学校 金管八重奏 楽市楽座－さくらの抄－ 田村 修平 金・代表
68 鳴門市第一中学校 木管八重奏 土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 松下 倫士 金・代表
69 徳島中学校 管打楽器八重奏 東北地方の民謡によるコラージュ 櫛田 胅之扶 金・代表
70 徳島中学校 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 金・代表
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