
該当数 42
№ 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 5 三好市池田中学校 福島 弘和 春に寄せて ～風は光り，春はひらめく～ 大畑 敬子 銀
2 2018 平成30 66 中学校Ｂ 6 三好市池田中学校 福島 弘和 ロマネスク ～アザレアの海 大畑 敬子 銀
3 2017 平成29 65 中学校Ａ 3 三好市池田中学校 Ⅱ 福島 弘和 海峡をわたる風 大畑 敬子 銀
4 2016 平成28 64 中学校Ｂ 11 三好市池田中学校 福島 弘和 風のソネット 大畑 敬子 金
5 2015 平成27 63 中学校Ｂ 16 三好市池田中学校 福島 弘和 いつも風 巡り会う空 大畑 敬子 金
6 2014 平成26 62 中学校Ｂ 15 三好市池田中学校 樽屋 雅徳 ゲルダの鏡 赤堀 近実 銀
7 2013 平成25 61 中学校Ｂ 20 三好市池田中学校 ラヴェル 「マ・メール・ロワ」より 赤堀 近実 銀
8 2012 平成24 60 中学校Ａ 3 三好市池田中学校 Ⅱ 建部 知弘 ブレス オブ ガイヤ 赤堀 近実 銀
9 2011 平成23 59 中学校Ａ 1 三好市池田中学校 Ⅰ 真島 俊夫 「五つの沖縄民謡による組曲」より 赤堀 近実 銀
10 2010 平成22 58 中学校Ａ 10 三好市池田中学校 Ⅱ スミス 海の男達の歌 赤堀 近実 銀
11 2009 平成21 57 中学校Ｂ 6 三好市池田中学校 櫛田 胅之扶 斑鳩の空 赤堀 近実 金
12 2008 平成20 56 中学校Ｂ 13 三好市池田中学校・池田第一中学校 伊藤 康英 吹奏楽のための抒情的「祭」 赤堀 近実 優秀
13 2007 平成19 55 中学校Ｂ 6 三好市池田中学校・池田第一中学校 真島 俊夫 「五つの沖縄民謡による組曲」より ３ 安里屋ゆんた 谷茶前 赤堀 近実 優秀
14 2006 平成18 54 中学校Ｂ 6 三好市池田中学校・池田第一中学校 スミス 伝説のアイルランド 赤堀 近実 優秀
15 2005 平成17 53 中学校Ｂ 6 池田町立池田中学校・池田第一中学校 福島 弘和 じんじん（沖縄わらべうたより） 赤堀 近実 優秀
16 2004 平成16 52 中学校Ｂ 12 池田町立池田中学校・池田第一中学校 メイ／マーキュリー／ディーコン クイーン イン コンサート 宮井 孝 優秀
17 2003 平成15 51 中学校Ｂ 11 池田町立池田中学校・池田第一中学校 シフリン ミッション イン ポッシブル 宮井 孝 優秀
18 2002 平成14 50 中学校Ｂ 7 池田町立池田中学校 野波 光雄 アップル Ⅴ 宮井 孝 優秀
19 2002 平成14 50 中学校Ｂ 9 池田町立池田第一中学校 アバ アバ ゴールド 瀧野 春香 優秀
20 2001 平成13 49 中学校Ｂ 6 池田町立池田中学校 ヴァンデルロースト アントワープ賛歌 岡田 恵美 優秀
21 2001 平成13 49 中学校Ｂ 8 池田町立池田第一中学校 モラリ，ベロロ，ウィルズ ゴー ウエスト 瀧野 春香 優秀・アイデア

22 2000 平成12 48 中学校Ａ 2 池田町立池田中学校 Ⅳ シェイファー 魔の谷への冒険 岡田 恵美 銀
23 2000 平成12 48 中学校Ｂ 8 池田町立池田第一中学校 ミッチェル 海の歌 尾崎 真紀 優秀
24 1999 平成11 47 中学校Ａ 2 池田町立池田第一中学校 Ⅰ シェイファー 最後の守り 尾崎 真紀 銅
25 1999 平成11 47 中学校Ａ 8 池田町立池田中学校 Ⅳ バーンズ 「イーグルクレスト」序曲 岡田 恵美 金
26 1998 平成10 46 中学校Ａ 3 池田町立池田中学校 Ⅳ エリクソン 序曲「祝典」 岡田 恵美 金 代表
27 1998 平成10 46 中学校Ａ 10 池田町立池田第一中学校 Ⅰ スウェアリンジェン キャロライナ レジェンド 尾崎 真紀 銀
28 1997 平成9 45 中学校Ｂ 5 池田町立池田中学校 Ⅲ オリヴァドーティ 序曲「バラの謝肉祭」 尾崎 衣代 金
29 1997 平成9 45 中学校Ｂ 6 池田町立池田第一中学校 Ⅰ ハックビー 吹奏楽のためのコンチェルタンテ 平田 恵美 銅
30 1996 平成8 44 中学校Ｂ 4 池田町立池田中学校 Ⅳ ヴァンデルロースト コンサート・マーチ「マーキュリー」 尾崎 衣代 銀
31 1996 平成8 44 中学校Ｃ 3 池田町立池田第一中学校 オリヴァドーティ 序曲「バラの謝肉祭」 平田 恵美 金
32 1995 平成7 43 中学校Ｂ 9 池田町立池田中学校 Ⅳ バーンズ アパラチアン序曲 尾崎 衣代 金
33 1995 平成7 43 中学校Ｃ 3 池田町立池田第一中学校 野村 正憲 アップル・マーチ 平田 恵美 銀
34 1994 平成6 42 中学校Ｂ 8 池田町立池田第一中学校 Ⅳ ハックビー 遠い星より 平田 恵美 銅
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