
演奏順 出演団体 編成 演奏曲 作曲者 結果 代表

1 徳島中学校 管打楽器七重奏 東北地方の民謡によるコラージュ 櫛田　胅之扶 銀

2 徳島中学校 金管五重奏 Century　Rose～不滅の花～ M.ゴールドマン 銅

3 徳島中学校 木管四重奏 湖に落ちるヒカリ 郷間　幹男 銅

4 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 金 代表

5 小松島中学校 クラリネット三重奏 ３本のクラリネットのための「５つのミニチュアーレ」 磯部　周平 金 代表

6 小松島中学校 混成七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀

7 石井中学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 濵口　大弥 金 代表

8 石井中学校 金管八重奏 水の宮殿 松下　倫士 金 代表

9 石井中学校 木管七重奏 星型の要塞都市「パルマノーヴァ」 宮川　成治 金 代表

10 国府中学校 打楽器五重奏 「ザ・ウェーブ」マリンバ・コンチェルティーノ～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

11 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 代表

12 国府中学校 木管八重奏 バレエ音楽「恋は魔術師」より M.de ファリャ 金 代表

13 板野中学校 打楽器六重奏 第一組曲 金田　真一 銀

14 板野中学校 管打楽器六重奏 さくらのうた～フレキシブル・アンサンブルのための 福田　洋介 銀

15 瀬戸中学校 木管三重奏 ある素敵な日に～３人のフレキシブル・アンサンブルのために 片岡　寛晶 金 代表

16 藍住中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎　雄斗 銀

17 藍住中学校 金管六重奏 ガーゴイル 広瀬　勇人 銅

18 藍住中学校 木管三重奏 駅猫diary 宮川　成治 銅

19 三野中学校 管打楽器六重奏 フラワー・クラウン 和田　直也 銅

20 城西中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 銀

21 城西中学校 金管八重奏 華円舞 福田　洋介 金 代表

22 城西中学校 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

23 阿波中学校 管打楽器六重奏 ３つの花 福田　洋介 銀

24 阿波中学校 管打楽器六重奏 喜怒哀楽 高橋　宏樹 金 代表

25 池田中学校 管打楽器六重奏 ３つの花 福田　洋介 銀

26 池田中学校 金管五重奏 いさり火の歌 福田　洋介 金 代表

27 北島中学校 打楽器四重奏 ジ・インペリアル・コード J.グラステイル 金 代表

28 北島中学校 金管七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 金 代表

29 北島中学校 木管八重奏 鬼姫ーある美しき幻影ー 田村　修平 金 代表

30 北島中学校 木管五重奏 ディヴェルティメント J.ハイドン 銀

31 阿南第一中学校 管打楽器八重奏 森の勇者たち（フレキシブル版） 田村　修平 銅

32 阿南第一中学校 金管五重奏 グリーン・アベンチュリン M.ゴールドマン 銀

33 山城中学校 管打楽器四重奏 劇音楽「アブデラザール」組曲より H.パーセル 銅

34 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

35 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

36 城東中学校 木管七重奏 気まぐれで感傷的なコケット 田村　修平 金 代表

37 城東中学校 木管三重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉 金 代表

38 富田中学校 管打楽器七重奏 汽笛の鳴る街 山下　祐加 金 代表

39 富田中学校 金管四重奏 混沌の華 宮川　成治 金 代表

40 土成中学校 管打楽器六重奏 ３つの花 福田　洋介 銀

41 鳴門市第一中学校 金管八重奏 コラールとトッカータ 福島　弘和 金 代表

42 鳴門市第一中学校 木管六重奏 いにしえの手紙 福田　洋介 金 代表

43 鳴門市第一中学校 木管三重奏 マカリッシュ・ソフィア～３人のフレキシブル・アンサンブルのために 片岡　寛晶 金 代表

44 鴨島東中学校 管打楽器八重奏 天の剣 福田　洋介 銀

45 三好中学校 管打楽器七重奏 フェアリー・ストーリーズ 福田　洋介 銅

46 井川中学校 管打楽器六重奏 彩りの風景Ⅲ～日本の童謡メドレー～ 芳賀　傑 銀

47 三加茂中学校 管打楽器七重奏 白のトワイライト 江原　大介 銀

48 津田中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銅

49 津田中学校 管打楽器六重奏 ３つの花 福田　洋介 銅

50 津田中学校 混成八重奏 夢のあしあと 石毛　里佳 銅

51 上板中学校 打楽器四重奏 エオリアン・カルテット 金田　真一 銀

52 上板中学校 混成四重奏 ノクチルカ　光を宿す暗闇の欠片 宮川　成治 銀

53 江原中学校 管打楽器六重奏 お散歩街道 石毛　里佳 銅

54 鳴門教育大附属中学校 打楽器三重奏 クレセント 野本　洋介 金 代表

55 鳴門教育大附属中学校 金管七重奏 トレーロ・マタドール 郷間　幹男 金 代表

56 鳴門教育大附属中学校 木管六重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 金 代表

57 阿南中学校 打楽器四重奏 傀儡の匣 濵口　大弥 金 代表

58 阿南中学校 金管八重奏 ピーコック・ブルー 福田　洋介 金 代表

59 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

60 阿南中学校 木管三重奏 駅猫diary 宮川　成治 銅

61 藍住東中学校 打管五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎　雄斗 金 代表

62 藍住東中学校 金管七重奏 ピザ・パーティー H.L.ワルターズ 金 代表

63 藍住東中学校 クラリネット四重奏 スカボロー・フェア イギリス民謡 銀
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64 藍住東中学校 フルート三重奏 トリプルあいす 八木澤　教司 金 代表

65 南部中学校 管打楽器八重奏 スペイン～フレキシブル・アンサンブルのための C.コリア 銅

66 南部中学校 金管六重奏 金管合奏のための交響曲 V.エヴァルド 金 代表

67 南部中学校 木管八重奏 月に寄せる哀歌 松下　倫士 金 代表

68 南部中学校 木管三重奏 イディール 福田　洋介 銅

69 那賀川中学校 打楽器三重奏 ケルベロス・ドラムス 加藤　大輝 金 代表

70 那賀川中学校 木管七重奏 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 銀

71 城ノ内中等教育学校 金管八重奏 四神降り立つ街に 鈴木　歌穂 金 代表

72 城ノ内中等教育学校 金管六重奏 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人 金 代表

73 城ノ内中等教育学校 木管七重奏 イントラーダⅡ 八木澤　教司 金 代表

74 城ノ内中等教育学校 木管三重奏 長月絵巻 石毛　里佳 金 代表

75 松茂中学校 打楽器三重奏 雅～３人のマリンバ奏者のための 片岡　寛晶 金 代表

76 松茂中学校 金管五重奏 グリーン・アベンチュリン M.ゴールドマン 銅

77 松茂中学校 混成七重奏 ノヴェレッテ 田村　修平 銀

78 鴨島第一中学校 打楽器三重奏 アマンド・ショコラ 高橋　宏樹 銀

79 鴨島第一中学校 混成八重奏 ジークフリート 広瀬　勇人 銀

80 鴨島第一中学校 混成七重奏 テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス 銀

81 八万中学校 打楽器五重奏 「光の隙間」ー５人の打楽器奏者のために 樽屋　雅徳 金 代表

82 八万中学校 管打楽器七重奏 ５つの宮廷舞曲 W.ブレイド 金 代表

83 八万中学校 金管八重奏 選ばれた場所 福島　弘和 金 代表

84 八万中学校 木管八重奏 カルメン・ファンタジー G.ビゼー 金 代表

85 小松島南中学校 打楽器三重奏 エオリアン・トリオ 金田　真一 金 代表

86 小松島南中学校 木管七重奏 エスニカル・スペル 田村　修平 金 代表

87 加茂名中学校 打楽器五重奏 ロスト・クリスタル 嶋崎　雄斗 金 代表

88 加茂名中学校 金管七重奏 白鳥の城～ノイシュヴァンシュタイン～ 広瀬　勇人 金 代表

89 加茂名中学校 金管四重奏 小さな楽団のためのエチュード 高橋　宏樹 銀

90 加茂名中学校 木管七重奏 風変わりな美女 E.サティ 銀


