
該当数 37
№ 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 11 松茂町松茂中学校 小山 清茂 吹奏楽のための木挽歌 鈴江 優子 銀
2 2018 平成30 66 中学校Ａ 15 松茂町松茂中学校 Ⅱ 櫛田 胅之扶 斑鳩の空 鈴江 優子 金
3 2017 平成29 65 中学校Ａ 18 松茂町松茂中学校 Ⅱ 福島 弘和 梁塵秘抄 ～熊野古道の幻想～ 鈴江 優子 銀
4 2016 平成28 64 中学校Ａ 15 松茂町松茂中学校 Ⅱ 鈴木 英史 信長 ～ルネサンスの光芒 鈴江 優子 銀
5 2015 平成27 63 中学校Ａ 16 松茂町松茂中学校 Ⅱ ネリベル 二つの交響的断章 鈴江 優子 金
6 2014 平成26 62 中学校Ａ 1 松茂町松茂中学校 Ⅱ シェーンベルク ミュージカル「ミス・サイゴン」より 鈴江 優子 銀
7 2013 平成25 61 中学校Ｂ 19 松茂町松茂中学校 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より 鈴江 優子 銀
8 2012 平成24 60 中学校Ｂ 6 松茂町松茂中学校 八木澤 教司 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 鈴江 優子 銀
9 2011 平成23 59 中学校Ｂ 16 松茂町松茂中学校 樽屋 雅徳 ゲルダの鏡 森 優子 金 代表
10 2010 平成22 58 中学校Ｂ 4 松茂町松茂中学校 樽屋 雅徳 ゲルダの鏡 西田 まゆみ 金
11 2009 平成21 57 中学校Ｂ 16 松茂町松茂中学校 福島 弘和 星の天使 西田 まゆみ 金
12 2008 平成20 56 中学校Ａ 6 松茂町松茂中学校 Ⅱ シェーンベルク ミュージカル「ミス・サイゴン」より 都築 由佳 銀
13 2007 平成19 55 中学校Ａ 5 松茂町松茂中学校 Ⅱ 清水 大輔 原石の未来 都築 由佳 金 代表
14 2006 平成18 54 中学校Ａ 17 松茂町松茂中学校 Ⅰ グリエール バレエ音楽「赤いけしの花」より 西田 まゆみ 銀
15 2005 平成17 53 中学校Ａ 3 松茂町松茂中学校 Ⅳ 鈴木 英史 永遠の翼を持つイカルス 西田 まゆみ 銀
16 2004 平成16 52 中学校Ａ 14 松茂町松茂中学校 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～ １・３楽章 西田 まゆみ 銀
17 2003 平成15 51 中学校Ａ 16 松茂町松茂中学校 Ⅱ スウェルツ シリム ～クレズマー・ラプソディー～ 西田 まゆみ 銀
18 2002 平成14 50 中学校Ａ 15 松茂町松茂中学校 Ⅱ チャイコフスキー 劇付随音楽「雪娘」より「道化師の踊り」 西田 まゆみ 銀
19 2001 平成13 49 中学校Ａ 12 松茂町松茂中学校 Ⅲ レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 西田 まゆみ 銀
20 2000 平成12 48 中学校Ａ 10 松茂町松茂中学校 Ⅱ メリロ プラトンの洞窟からの脱出 林 和寿 金 代表
21 1999 平成11 47 中学校Ａ 11 松茂町松茂中学校 Ⅳ ホルジンガー 春になって王たちが戦いに出るに及んで 浜田 加容子 金 代表
22 1998 平成10 46 中学校Ａ 4 松茂町松茂中学校 Ⅰ ホルスト 組曲「惑星」より 木星 岩佐 純子 金 代表
23 1997 平成9 45 中学校Ｂ 21 松茂町松茂中学校 Ⅱ 大栗 裕 仮面幻想 西田 まゆみ 金 代表
24 1997 平成9 45 中学校Ｃ 4 松茂町松茂中学校 ウィリアムス ブレントウッド パス 岩佐 純子 金
25 1996 平成8 44 中学校Ｂ 19 松茂町松茂中学校 Ⅱ レスピーギ バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より 狂宴の踊り 西田 まゆみ 金 代表
26 1995 平成7 43 中学校Ｂ 20 松茂町松茂中学校 Ⅲ 大栗 裕 仮面幻想 西田 まゆみ 金 代表
27 1994 平成6 42 中学校Ａ 1 松茂町松茂中学校 Ⅱ 伊藤 康英 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より Ⅲ祭り 西田 まゆみ 銀
28 1993 平成5 41 中学校Ｂ 9 松茂町松茂中学校 Ⅰ 三上 次郎 吹奏楽のための幻想の舞 西田 まゆみ 金 代表
29 1992 平成4 40 中学校Ｂ 12 松茂町松茂中学校 Ｂ 兼田 敏 吹奏楽のための交響的音頭 西田 まゆみ 金
30 1991 平成3 39 中学校Ｂ 9 松茂町松茂中学校 Ｃ 兼田 敏 吹奏楽のための序曲 西田 まゆみ 金
31 1990 平成2 38 中学校Ｂ 17 松茂町松茂中学校 Ｃ 兼田 敏 吹奏楽のためのパッサカリア 西田 まゆみ 銀
32 1989 平成元 37 中学校Ｂ 15 松茂町松茂中学校 Ｂ シェイファー ホワイト ウォーター フェスティバル 西田 まゆみ 銀
33 1988 昭和63 36 中学校Ｂ 4 松茂町松茂中学校 Ｃ シェルドン マナティーリリック序曲 西田 まゆみ 銀
34 1987 昭和62 35 中学校Ｂ 8 松茂町松茂中学校 Ｃ スウェアリンジェン インヴィクタ 三原 千晶 銅

団体名



35 1986 昭和61 34 中学校Ｂ 10 松茂町松茂中学校 Ｂ 櫛田 胅之扶 飛鳥 篠原 真 金
36 1985 昭和60 33 中学校Ｂ 15 松茂町松茂中学校 Ｄ 三上 次郎 吹奏楽のためのノスタルジア 篠原 真 銀
37 1984 昭和59 32 中学校Ｂ 4 松茂町松茂中学校 Ｄ ワーグナー 歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列 篠原 真 金


