
該当数 27
№ 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Ｂ 15 阿南市立阿南第二中学校 ヘンダーソン／コリア バイ バイ ブラックバード／スペイン 遠藤 佳代 金 代表
2 2018 平成30 66 中学校Ｂ 16 阿南市立阿南第二中学校 ティモンズ／ドーハム モーニン／ブルー･ボッサ 遠藤 佳代 金 代表
3 2017 平成29 65 中学校Ｂ 15 阿南市立阿南第二中学校 ジャービス／メンケン クリティカル・マス／「美女と野獣」より ひとりぼっちの晩餐会 遠藤 佳代 金
4 2016 平成28 64 中学校Ｂ 6 阿南市立阿南第二中学校 ポーター／デンバー ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥー・カム・ホーム・トゥ／カントリーロード 遠藤 佳代 金 代表
5 2015 平成27 63 中学校Ｂ 13 阿南市立阿南第二中学校 ワンダー／メンケン 愛するデューク／アラジンより 僕は友達 遠藤 佳代 金 代表
6 2014 平成26 62 中学校Ｂ 6 阿南市立阿南第二中学校 ハワード／ニューマン フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／「トイ・ストーリー」より君はともだち 遠藤 佳代 金 代表
7 2013 平成25 61 中学校Ｂ 17 阿南市立阿南第二中学校 カーン／ドーハム デイ バイ デイ／ブルー・ボッサ 遠藤 佳代 金
8 2012 平成24 60 中学校Ｂ 5 阿南市立阿南第二中学校 ティモンズ／大野雄二 ダット デアー／ルパン三世のテーマ 木岡 恭子 銀
9 2011 平成23 59 中学校Ｂ 7 阿南市立阿南第二中学校 ジアッキーノ/プリマ インクレディブル/シング，シング，シング 木岡 恭子 銀
10 2010 平成22 58 中学校Ｂ 11 阿南市立阿南第二中学校 ベルソン／コリア ザ・ホーク・トークス／スペイン 笹野 潤 金
11 2009 平成21 57 中学校Ｂ 10 阿南市立阿南第二中学校 ホワイト，モスマン ファンタジー  ザ・レイダー・リターンズ 遠藤 佳代 金 代表
12 2008 平成20 56 中学校Ｂ 8 阿南市立阿南第二中学校 マンジョーネ 片目の水夫の伝説 遠藤 佳代 優秀・アイデア

13 2007 平成19 55 中学校Ｂ 11 阿南市立阿南第二中学校 ベルソン／コリア ザ・ホーク・トークス／スペイン 遠藤 佳代 最優秀・アイデア 代表
14 2006 平成18 54 中学校Ｂ 7 阿南市立阿南第二中学校 マンシーニ／大野雄二 ピンクパンサーのテーマ／ルパン三世のテーマ 遠藤 佳代 最優秀・アイデア 代表
15 2005 平成17 53 中学校Ｂ 5 阿南市立阿南第二中学校 リーズ／プリマ レッツ スウィング 遠藤 佳代 最優秀・アイデア 代表
16 2004 平成16 52 中学校Ｂ 4 阿南市立阿南第二中学校 ウィリアムス ヘドウィグのテーマ／ハリーの不思議な世界 遠藤 佳代 優秀
17 2003 平成15 51 中学校Ｂ 7 阿南市立阿南第二中学校 ディズニー オスカー賞に輝くディズニーメドレー 遠藤 佳代 優秀
18 2002 平成14 50 中学校Ｂ 2 阿南市立阿南第二中学校 コート ウェールズの民謡によるラプソディー 遠藤 佳代 優秀
19 2001 平成13 49 中学校Ｂ 9 阿南市立阿南第二中学校 ヴァンデルロースト プスタ ～４つのジプシー・ダンス～より Ⅲ，Ⅳ 園田 美穂 優秀
20 2000 平成12 48 中学校Ａ 7 阿南市立阿南第二中学校 Ⅳ シェルドン 飛行の幻想 園田 美穂 銅
21 1999 平成11 47 中学校Ａ 15 阿南市立阿南第二中学校 Ⅳ ミッチェル 大草原の歌 園田 美穂 銅
22 1998 平成10 46 中学校Ａ 21 阿南市立阿南第二中学校 Ⅳ ラヴェンダー ファンファーレと祝典のための賛歌 園田 美穂 銅
23 1997 平成9 45 中学校Ｂ 3 阿南市立阿南第二中学校 Ⅱ バーンズ アパラチアン序曲 園田 美穂 銀
24 1996 平成8 44 中学校Ｂ 17 阿南市立阿南第二中学校 Ⅳ ヴァンデルロースト フラッシング ウィンズ 園田 美穂 銅
25 1995 平成7 43 中学校Ｃ 4 阿南市立阿南第二中学校 高島 豊 第一行進曲「ジャンダルム」 園田 美穂 銀
26 1994 平成6 42 中学校Ｂ 13 阿南市立阿南第二中学校 Ⅱ オリヴァドーティ 序曲「バラの謝肉祭」 岡久 悦子 銅
27 1993 平成5 41 中学校Ｃ 4 阿南市立阿南第二中学校 バーンズ アルヴァマー序曲 岡久 悦子 失格
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