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1 鴨島第一中学校 管打楽器八重奏 ブルジョワ・ワルツより L.バーナーズ 銀賞

2 鴨島第一中学校 金管八重奏 イントラーダ～金管八重奏のための～ 八木澤　教司 銀賞

3 鳴門市第一中学校 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 金賞・代表

4 鳴門市第一中学校 金管八重奏 マンモス・ケーブの軌跡 片岡　寛晶 金賞・代表

5 鳴門市第一中学校 木管八重奏 ノヴェレッテ 田村　修平 金賞・代表

6 津田中学校 管打楽器八重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 銅賞

7 津田中学校 混成七重奏 悠久の花 和田　直也 銀賞

8 上板中学校 管打楽器五重奏 春の扉 山下　祐加 銀賞

9 上板中学校 木管四重奏 スタートライン 山下　祐加 銀賞

10 山城中学校 管打楽器七重奏 ディア・クラウディア 朴　守賢 銅賞

11 藍住東中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 銀賞

12 藍住東中学校 金管六重奏 あの坂の向こう 広瀬　勇人 金賞・代表

13 藍住東中学校 クラリネット五重奏 喜歌劇「こうもり」セレクション J.シュトラウス２世 金賞・代表

14 松茂中学校 打楽器五重奏 ５人の打楽器奏者のための「セレモニー」 吉岡　孝悦 金賞・代表

15 松茂中学校 フルート三重奏 ７つのやさしい小三重奏曲 L.モイーズ 銅賞

16 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 金賞・代表

17 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 金賞・代表

18 国府中学校 木管七重奏 バレエ音楽「恋は魔術師」より M. de ファリャ 金賞・代表

19 阿南第一中学校 管打楽器八重奏 風の詩 福島　弘和 銀賞

20 阿南第一中学校 木管三重奏 長月絵巻 石毛　里佳 銀賞

21 富岡東中学校 金管三重奏 春のロンド 福田　洋介 銀賞

22 富岡東中学校 木管三重奏 ソナチニーナ 加藤　大輝 銅賞

23 八万中学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 濵口　大弥 金賞・代表

24 八万中学校 金管八重奏 水の宮殿 松下　倫士 金賞・代表

25 八万中学校 木管八重奏 哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫士 金賞・代表

26 土成中学校 管打楽器八重奏 ソロモンの指輪 広瀬　勇人 金賞・代表

27 板野中学校 管打楽器八重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 銅賞

28 小松島中学校 打楽器三重奏 雅～３人のマリンバ奏者のための 片岡　寛晶 銀賞

29 小松島中学校 金管四重奏 ３つの舞曲 T.スザート 金賞・代表

30 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 金賞・代表

31 鴨島東中学校 打楽器八重奏 憾 ソロビブラフォンとパーカッションアンサンブルのために 高野　真哉 金賞・代表

32 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 金賞・代表

33 鳴門教育大学附属中学校 木管八重奏 ノヴェレッテ 田村　修平 金賞・代表

34 那賀川中学校 金管六重奏 あの坂の向こう 広瀬　勇人 銀賞

35 那賀川中学校 木管八重奏 テレプシコーレ舞曲集　第２集 M.プレトリウス 金賞・代表

36 藍住中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 銀賞

37 藍住中学校 混成七重奏 悠久の花 和田　直也 銅賞

38 藍住中学校 混成五重奏 「テレプシコーレ舞曲集」より M.プレトリウス 銀賞

39 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 金賞・代表

40 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 金賞・代表

41 城東中学校 木管三重奏 詩曲Ⅱ 井澗　昌樹 金賞・代表

42 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 金賞・代表

43 城ノ内中等中学校 管打楽器七重奏 春の扉 山下　祐加 金賞・代表
44 城ノ内中等中学校 金管八重奏 金管八重奏の為のファンファーレ 福島　弘和 金賞・代表
45 城ノ内中等中学校 クラリネット四重奏 あさきゆめみし（浅き夢見し） 櫛田　胅之扶 金賞・代表
46 川内中学校 金管八重奏 金管八重奏のための文明開化の鐘 高橋　宏樹 銀賞
47 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　～サクソフォーン三重奏のための３つの小品～ 福島　弘和 銀賞
48 阿南中学校 管打楽器七重奏 マカーム・ダンス～７人のフレキシブルアンサンブルのために 片岡　寛晶 金賞・代表
49 阿南中学校 管打楽器六重奏 ゆめのかけら 広瀬　勇人 銀賞
50 阿南中学校 金管六重奏 スカルプチャー・イン・ブラス～金管６重奏のために～ 片岡　寛晶 金賞・代表
51 三野中学校 管打楽器六重奏 元禄 櫛田　胅之扶 銀賞
52 瀬戸中学校 管打楽器七重奏 オルケゾグラフィ舞踏曲集 T.アルボ 銅賞
53 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 銀賞
54 小松島南中学校 木管三重奏 ソナチニーナ 加藤　大輝 銀賞
55 加茂名中学校 打楽器四重奏 彩雲 濵口　大弥 銀賞
56 加茂名中学校 金管六重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 銅賞
57 加茂名中学校 木管五重奏 フレキシブル・バンドのための「小組曲」 櫛田　胅之扶 銀賞
58 美馬中学校 木管三重奏 駅猫diary 宮川　成治 銀賞
59 吉野中学校 金管四重奏 カンツォーナ　ペル　ソナーレ　第４番 G.ガブリエリ 銅賞
60 三好中学校 管打楽器八重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銅賞
61 井川中学校 管打楽器五重奏 なぞのたからばこ 石毛　里佳 銅賞
62 江原中学校 管打楽器七重奏 フラワー・クラウン 和田　直也 銅賞
63 石井中学校 管打楽器八重奏 「動物の謝肉祭」より C.サン＝サーンス 銅賞
64 石井中学校 金管八重奏 金管八重奏のためのコンポジションⅡ 福島　弘和 銀賞
65 石井中学校 木管六重奏 ブルレスケ～６人の奏者のための～ 松下　倫士 金賞・代表
66 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 金賞・代表
67 北島中学校 金管八重奏 テレプシコーレⅠ 森田　一浩 金賞・代表
68 北島中学校 木管八重奏 水墨画三景にみる白と黒の陰翳～管弦八重奏のための 内藤　友樹 金賞・代表
69 北島中学校 木管三重奏 トリプルあいすⅡ 八木澤　教司 金賞・代表
70 池田中学校 金管八重奏 シャルトリューズ・グリーン・エア M.ゴールドマン 銀賞
71 池田中学校 木管六重奏 月の海 櫛田　胅之扶 銀賞
72 南部中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金賞・代表
73 南部中学校 金管八重奏 テ・デウム M-A.シャルパンティエ 金賞・代表
74 南部中学校 サクソフォーン四重奏 四重奏曲第１番　作品53 J.B.サンジュレー 金賞・代表
75 南部中学校 混成七重奏 三日月のシャンソン 福田　洋介 銀賞
76 徳島中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎　雄斗 金賞・代表
77 徳島中学校 木管五重奏 17世紀の古いハンガリー舞曲集 F.ファルカシュ 金賞・代表
78 富田中学校 管打楽器六重奏 春の扉 山下　祐加 金賞・代表
79 富田中学校 金管七重奏 カテドラル・プレリュード M.ゴールドマン 金賞・代表
80 城西中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金賞・代表
81 城西中学校 金管八重奏 イントラーダ～金管八重奏のための～ 八木澤　教司 金賞・代表
82 城西中学校 クラリネット七重奏 宵影 片岡　寛晶 金賞・代表
83 城西中学校 木管八重奏 風の戯れⅡ 八木澤　教司 金賞・代表
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