
該当数 29
№ 西暦 和暦 回数 部門 出演順 団体名 課題曲 作曲 自由曲／演奏曲 指揮者 結果 代表
1 2019 令和元 67 中学校Ａ 3 藍住町藍住東中学校 Ⅱ メリロ プラトンの洞窟からの脱出 吉本 公子 銅
2 2018 平成30 66 中学校Ａ 8 藍住町藍住東中学校 Ⅳ 高橋 伸哉 じゃらんじゃらん ～神々の島の幻影 吉本 公子 銀
3 2017 平成29 65 中学校Ａ 15 藍住町藍住東中学校 Ⅰ 高橋 宏樹 ザ・タイムズ（吹奏楽版） 吉本 公子 銀
4 2016 平成28 64 中学校Ｂ 9 藍住町藍住東中学校 伊藤 康英 響～音楽ができる喜び～ 島田 寛子 銀
5 2015 平成27 63 中学校Ｂ 3 藍住町藍住東中学校 八木澤 教司 ピリ・レイスの地図 西田 まゆみ 金
6 2014 平成26 62 中学校Ｂ 14 藍住町藍住東中学校 福島 弘和 吹奏楽のための組曲「友への４つの手紙」より 西田 まゆみ 銀
7 2013 平成25 61 中学校Ｂ 4 藍住町藍住東中学校 高橋 宏樹 ザ タイムズ 西田 まゆみ 金
8 2012 平成24 60 中学校Ｂ 14 藍住町藍住東中学校 高橋 宏樹 アミューズメント・パーク組曲 西田 まゆみ 金 代表
9 2011 平成23 59 中学校Ａ 19 藍住町藍住東中学校 Ⅰ 天野 正道 おほなゐ ～1995.1.17 阪神淡路大震災へのオマージュ～ 西田 まゆみ 銅
10 2010 平成22 58 中学校Ａ 6 藍住町藍住東中学校 Ⅳ 八木澤 教司 「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹き 森 優子 銅
11 2009 平成21 57 中学校Ａ 7 藍住町藍住東中学校 Ⅱ ライニキー ホープタウンの休日 森 優子 銅
12 2008 平成20 56 中学校Ａ 15 藍住町藍住東中学校 Ⅱ スウェアリンジェン センチュリア 森 優子 銀
13 2007 平成19 55 中学校Ａ 2 藍住町藍住東中学校 Ⅱ リード エル・カミーノ・レアル 森 優子 銀
14 2006 平成18 54 中学校Ａ 5 藍住町藍住東中学校 Ⅰ スミス 天空への挑戦 小林 恵子 銅
15 2005 平成17 53 中学校Ａ 5 藍住町藍住東中学校 Ⅱ 櫛田 胅之扶 元禄 小林 恵子 銅
16 2004 平成16 52 中学校Ａ 8 藍住町藍住東中学校 Ⅰ スミス 天空への挑戦 清水 智代 銅
17 2003 平成15 51 中学校Ｂ 2 藍住町藍住東中学校 ハックビー バビロンの川のほとりで 清水 智代 優秀
18 2002 平成14 50 中学校Ｂ 12 藍住町藍住東中学校 カーナウ 動物園での一日 清水 智代 優秀
19 2001 平成13 49 中学校Ｂ 3 藍住町藍住東中学校 エリクソン 序曲「祝典」 清水 智代 優秀
20 2000 平成12 48 中学校Ｂ 9 藍住町藍住東中学校 磯崎 敦博 金の糸 銀の風 新見 睦恵 優秀
21 1999 平成11 47 中学校Ｂ 9 藍住町藍住東中学校 真島 俊夫 メモリーズ・オブ・フレンズ 新見 睦恵 優秀
22 1998 平成10 46 中学校Ｂ 4 藍住町藍住東中学校 バーンズ アパラチアン序曲 新見 睦恵 銀
23 1997 平成9 45 中学校Ｃ 1 藍住町藍住東中学校 ハックビー オーヴァーテューラ 清水 智代 銀
24 1996 平成8 44 中学校Ｃ 5 藍住町藍住東中学校 ミッチェル 大草原の歌 清水 智代 銀
25 1995 平成7 43 中学校Ｂ 3 藍住町藍住東中学校 Ⅱ バーンズ アルヴァマー序曲 新見 睦恵 銅
26 1994 平成6 42 中学校Ｃ 4 藍住町藍住東中学校 バーンズ アパラチアン序曲 新見 睦恵 金 代表
27 1993 平成5 41 中学校Ｃ 3 藍住町藍住東中学校 ミッチェル 大草原の歌 新見 睦恵 銀
28 1992 平成4 40 中学校Ｂ 1 藍住町藍住東中学校 Ｄ バーンズ アパラチアン序曲 新見 睦恵 銅
29 1991 平成3 39 中学校Ｃ 1 藍住町藍住東中学校 コーディル オディッセイ序曲 新見 睦恵 銀
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