
該当数 34
№ 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 2018 平成30 66 中学校Ａ 4 鳴門市第二中学校 Ⅱ 福島 弘和 ソングス 石川 史 銅
2 2017 平成29 65 中学校Ａ 7 鳴門市第二中学校 Ⅱ 高橋 伸哉 メモリーズ 石川 史 銅
3 2016 平成28 64 中学校Ｂ 7 鳴門市第二中学校 高橋 伸哉 メモリーズ 石川 史 金
4 2015 平成27 63 中学校Ｂ 21 鳴門市第二中学校 後藤 洋 春，風が草原を渡る 石川 史 銀
5 2009 平成21 57 中学校Ｂ 8 鳴門市第二中学校 バーリン ショウほどすてきな商売はない 亀井 京子 銀
6 2008 平成20 56 中学校Ｂ 11 鳴門市第二中学校 スーザ デキシー・オン・スーザ 石川 史 最優秀・アイデア 代表
7 2007 平成19 55 中学校Ｂ 12 鳴門市第二中学校 真島 俊夫，後藤 洋，森田 一浩，小長谷 宗一 「故郷」によるパラフレーズ 石川 史 優秀
8 2006 平成18 54 中学校Ｂ 4 鳴門市第二中学校 ガーシュイン 「ガーシュイン」狂詩曲 石川 史 優秀
9 2005 平成17 53 中学校Ｂ 9 鳴門市第二中学校 スーザ デキシー オン スーザ 石川 史 最優秀 代表
10 2004 平成16 52 中学校Ｂ 5 鳴門市第二中学校 バーリン ショウほどすてきな商売はない 石川 史 最優秀 代表
11 2003 平成15 51 中学校Ｂ 8 鳴門市第二中学校 ポーター／ストレイホーン ソー・イン・ラブ／Ａ列車で行こう 堀川 昌宏 最優秀・アイデア 代表
12 2002 平成14 50 中学校Ｂ 8 鳴門市第二中学校 ポーター ナイト アンド デイ 堀川 昌宏 優秀・アイデア

13 2001 平成13 49 中学校Ｂ 11 鳴門市第二中学校 ストレイホーン Ａ列車で行こう 堀川 昌宏 最優秀 代表
14 2000 平成12 48 中学校Ａ 11 鳴門市第二中学校 Ⅱ 三善 晃 「交響三章」より 第二楽章 堀川 昌宏 銀
15 1999 平成11 47 中学校Ａ 4 鳴門市第二中学校 Ⅰ シェルドン 飛行の幻想 堀川 昌宏 銀
16 1998 平成10 46 中学校Ａ 5 鳴門市第二中学校 Ⅰ 新井 千悦子 マーチ「ライジング・サン」 石川 史 群
17 1997 平成9 45 中学校Ｂ 7 鳴門市第二中学校 Ⅱ オリヴァドーティ 序曲「バラの謝肉祭」 石川 史 金
18 1996 平成8 44 中学校Ｂ 7 鳴門市第二中学校 Ⅳ シェルドン クレスト オブ ノビリティ 石川 史 銀
19 1995 平成7 43 中学校Ｂ 16 鳴門市第二中学校 Ⅲ スウェアリンジェン マジェスティア 石川 史 銀
20 1994 平成6 42 中学校Ｂ 6 鳴門市第二中学校 Ⅱ 兼田 敏 吹奏楽のためのパッサカリア 石川 史 金
21 1993 平成5 41 中学校Ａ 4 鳴門市第二中学校 Ⅰ フーサ プラハのための音楽１９６８年 益田 郁夫 金
22 1992 平成4 40 中学校Ａ 6 鳴門市第二中学校 Ｄ 矢代 秋雄 「交響曲」より 第4楽章 益田 郁夫 金 代表
23 1991 平成3 39 中学校Ｂ 19 鳴門市第二中学校 Ｄ フーサ プラハのための音楽１９６８年 益田 郁夫 金 代表
24 1991 平成3 39 中学校Ｃ 3 鳴門市第二中学校 ネリベル フェスティーヴォ 益田 郁夫 金
25 1990 平成2 38 中学校Ｂ 10 鳴門市第二中学校 Ｄ 田中 賢 メトセラⅡ ～打楽器群と吹奏楽のために 益田 郁夫 金 代表
26 1989 平成元 37 中学校Ｂ 8 鳴門市第二中学校 Ａ 大栗 裕 吹奏楽のための「大阪俗謡による幻想曲」 小島 信子 金 代表
27 1988 昭和63 36 中学校Ｂ 10 鳴門市第二中学校 Ｂ 大栗 裕 仮面幻想 小島 信子 金 代表
28 1987 昭和62 35 中学校Ｂ 10 鳴門市第二中学校 Ｅ リード エル・カミーノ・レアル 小島 信子 金 代表
29 1986 昭和61 34 中学校Ｂ 8 鳴門市第二中学校 Ｂ ミッチェル 大草原の歌 小島 信子 金 代表
30 1985 昭和60 33 中学校Ｂ 9 鳴門市第二中学校 Ｄ ミッチェル 大草原の歌 小島 信子 金
31 1984 昭和59 32 中学校Ｂ 5 鳴門市第二中学校 Ｃ 櫛田 胅之扶 火の伝説 小島 信子 銀
32 1983 昭和58 31 中学校Ｂ 3 鳴門市第二中学校 Ａ バッハ プレリュードとフーガ 小島 信子 金 代表
33 1982 昭和57 30 中学校Ｂ 3 鳴門市第二中学校 Ｃ グールド バンドのためのバラード 小島 信子 金
34 1981 昭和56 29 中学校Ｂ 3 鳴門市第二中学校 Ａ スピアーズ バビロンは滅びた 小島 信子 金 代表
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