
該当数 45
№ 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 16 鳴門市第一中学校 Ⅰ 鈴木 英史 「鳳凰」～仁愛鳥譜 海部 由佳 金
2 2018 平成30 66 中学校Ａ 14 鳴門市第一中学校 Ⅳ 三善 晃 竹取物語より 海部 由佳 金
3 2017 平成29 65 中学校Ａ 19 鳴門市第一中学校 Ⅰ 真島 俊夫 富士山 ～北斎の版画に触発されて～ 海部 由佳 金 代表
4 2016 平成28 64 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ⅰ 鈴木 英史 カントゥス ソナーレ 海部 由佳 金
5 2015 平成27 63 中学校Ａ 6 鳴門市第一中学校 Ⅲ チェザリーニ 青い水平線 堀川 昌宏 金 代表
6 2014 平成26 62 中学校Ａ 12 鳴門市第一中学校 Ⅲ 鈴木 英史 大いなる約束の大地～チンギス・ハーン 堀川 昌宏 金 代表
7 2013 平成25 61 中学校Ａ 14 鳴門市第一中学校 Ⅱ 保科 洋 復興 堀川 昌宏 金 代表
8 2012 平成24 60 中学校Ａ 15 鳴門市第一中学校 Ⅲ 福島 弘和 シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」 大濱 和賀 金 代表
9 2011 平成23 59 中学校Ａ 12 鳴門市第一中学校 Ⅰ 真島 俊夫 三つのジャポニスム 堀川 昌宏 金 代表
10 2010 平成22 58 中学校Ａ 8 鳴門市第一中学校 Ⅰ ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」より 堀川 昌宏 金
11 2009 平成21 57 中学校Ａ 17 鳴門市第一中学校 Ⅳ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より 堀川 昌宏 金 代表
12 2008 平成20 56 中学校Ａ 16 鳴門市第一中学校 Ⅱ レハール 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション 堀川 昌宏 金 代表
13 2008 平成20 56 中学校Ｂ 16 鳴門市第一中学校 ストレイホーン Ａ列車で行こう 堀川 昌宏 優秀
14 2007 平成19 55 中学校Ａ 19 鳴門市第一中学校 Ⅳ オッフェンバック 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 堀川 昌宏 金 代表
15 2007 平成19 55 中学校Ｂ 5 鳴門市第一中学校 クインシー ジョーンズ／アメリカ民謡 ソウル・ボサノバ／アメージング・グレース 堀川 昌宏 優秀
16 2006 平成18 54 中学校Ａ 10 鳴門市第一中学校 Ⅲ シェーンベルク ミュージカル「ミス・サイゴン」より 堀川 昌宏 金 代表
17 2006 平成18 54 中学校Ｂ 13 鳴門市第一中学校 スウェアリンジェン／エリントン ロマネスク／スウィングしなけりゃ意味ないね 堀川 昌宏 優秀
18 2005 平成17 53 中学校Ａ 12 鳴門市第一中学校 Ⅱ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 堀川 昌宏 金 代表
19 2005 平成17 53 中学校Ｂ 3 鳴門市第一中学校 エリントン スウィングしなけりゃ意味ないね 堀川 昌宏 優秀・アイデア

20 2004 平成16 52 中学校Ａ 13 鳴門市第一中学校 Ⅰ ウィーラン リヴァーダンス 堀川 昌宏 金 代表
21 2003 平成15 51 中学校Ａ 17 鳴門市第一中学校 Ⅰ ラヴェル 「スペイン狂詩曲」より 祭 益田 郁夫 金 代表
22 2002 平成14 50 中学校Ａ 17 鳴門市第一中学校 Ⅰ ウィーラン リヴァーダンス 益田 郁夫 金 代表
23 2001 平成13 49 中学校Ａ 14 鳴門市第一中学校 Ⅲ シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」 益田 郁夫 金 代表
24 2000 平成12 48 中学校Ａ 17 鳴門市第一中学校 Ⅰ ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より 夜明け，全員の踊り 益田 郁夫 金 代表
25 1999 平成11 47 中学校Ａ 19 鳴門市第一中学校 Ⅰ ラヴェル 「スペイン狂詩曲」より 益田 郁夫 金 代表
26 1998 平成10 46 中学校Ａ 17 鳴門市第一中学校 Ⅱ イベール 祝典序曲 益田 郁夫 金 代表
27 1998 平成10 46 中学校Ａ 18 鳴門市第一中学校 Ⅳ フルトン 行進曲「海兵隊」 益田 郁夫 銅
28 1997 平成9 45 中学校Ａ 5 鳴門市第一中学校 Ⅲ コダーイ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 益田 郁夫 金 代表
29 1997 平成9 45 中学校Ｂ 14 鳴門市第一中学校 Ⅱ カーナウ 動物園での一日 益田 郁夫 銀
30 1996 平成8 44 中学校Ａ 5 鳴門市第一中学校 Ⅴ ミャスコフスキー 交響曲第19番変ホ長調より第1楽章 益田 郁夫 金 代表
31 1995 平成7 43 中学校Ａ 1 鳴門市第一中学校 Ⅲ 田中 賢 紅炎の鳥 益田 郁夫 金 代表
32 1994 平成6 42 中学校Ａ 9 鳴門市第一中学校 Ⅳ 三善 晃 「交響三章」より 第二楽章 益田 郁夫 金 代表
33 1993 平成5 41 中学校Ａ 9 鳴門市第一中学校 Ⅰ ヒル セント アンソニー ヴァリエーション 冨士 都美 金
34 1992 平成4 40 中学校Ａ 4 鳴門市第一中学校 Ｄ ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲 冨士 都美 金 代表

団体名



35 1991 平成3 39 中学校Ａ 2 鳴門市第一中学校 Ｄ スッペ 喜歌劇「ウィーンの朝・昼・晩」序曲 中安 三郎 金
36 1990 平成2 38 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ａ リスト ハンガリー狂詩曲 第２番 中安 三郎 銀
37 1989 平成元 37 中学校Ａ 2 鳴門市第一中学校 Ｄ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 中安 三郎 金 代表
38 1988 昭和63 36 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ｂ チャイコフスキー イタリア綺想曲 中安 三郎 銅
39 1987 昭和62 35 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ｅ ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」より 中安 三郎 銀
40 1986 昭和61 34 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ｄ チャイコフスキー スラブ行進曲 中安 三郎 銀
41 1985 昭和60 33 中学校Ａ 3 鳴門市第一中学校 Ｃ リード 吹奏楽のための組曲「ハムレット」より プロローグ，俳優たちの入場，エルシノア城とグロディアス王の宮中 中安 三郎 金 代表
42 1984 昭和59 32 中学校Ａ 4 鳴門市第一中学校 Ｃ リード アルメニアンダンス パートⅡ Ⅲロリの歌 中安 三郎 銀
43 1983 昭和58 31 中学校Ａ 1 鳴門市第一中学校 Ａ 兼田 敏 吹奏楽のためのパッサカリア 中安 三郎 銀
44 1982 昭和57 30 中学校Ａ 1 鳴門市第一中学校 Ａ スピアーズ ウォバッシュ地方の伝説 中安 三郎 銀
45 1981 昭和56 29 中学校Ａ 4 鳴門市第一中学校 Ａ ハンソン コラールとアレルヤ 川井 素臣 金 代表


