
該当数 39
№ 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 7 鳴門教育大学附属中学校 Ⅱ カールマン 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション 小山 直人 銀
2 2018 平成30 66 中学校Ａ 16 鳴門教育大学附属中学校 Ⅳ メリロ プラトンの洞窟からの脱出 上原 祥子 銀
3 2017 平成29 65 中学校Ａ 17 鳴門教育大学附属中学校 Ⅱ 酒井 格 藍色の谷 上原 祥子 銀
4 2016 平成28 64 中学校Ａ 14 鳴門教育大学附属中学校 Ⅱ 樽屋 雅徳 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 上原 祥子 金 代表
5 2015 平成27 63 中学校Ａ 7 鳴門教育大学附属中学校 Ⅱ ミンクス バレエ音楽「ドン・キホーテ」より 上原 祥子 銀
6 2014 平成26 62 中学校Ａ 3 鳴門教育大学附属中学校 Ⅲ 鈴木 英史 ３つの海の情景 上原 祥子 銅
7 2013 平成25 61 中学校Ａ 12 鳴門教育大学附属中学校 Ⅳ 福島 弘和 アトラス ～夢への地図 森本 祥子 銀
8 2012 平成24 60 中学校Ａ 8 鳴門教育大学附属中学校 Ⅰ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」より 武田 有加里 銅
9 2011 平成23 59 中学校Ａ 3 鳴門教育大学附属中学校 Ⅳ チェザリーニ フランス民謡による変奏曲 武田 有加里 銅
10 2010 平成22 58 中学校Ａ 1 鳴門教育大学附属中学校 Ⅲ スウェアリンジェン 夜間飛行：上空からの風景 森本 祥子 銀
11 2009 平成21 57 中学校Ａ 9 鳴門教育大学附属中学校 Ⅱ スミス 夢の足跡 森本 祥子 銀
12 2008 平成20 56 中学校Ｂ 3 鳴門教育大学附属中学校 スミス ノースベイの眺め 森本 祥子 優良
13 2007 平成19 55 中学校Ｂ 14 鳴門教育大学附属中学校 リード 第２組曲「ラテン・メキシコ風」より Ⅲ，Ⅳ  森本 祥子 優秀
14 2006 平成18 54 中学校Ｂ 18 鳴門教育大学附属中学校 デハーン ロス ロイ 森本 祥子 優秀
15 2005 平成17 53 中学校Ｂ 7 鳴門教育大学附属中学校 酒井 格 たなばた 森本 祥子 優秀
16 2004 平成16 52 中学校Ｂ 9 鳴門教育大学附属中学校 スミス 夢の足跡 森本 祥子 優秀
17 2003 平成15 51 中学校Ｂ 13 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 酒井 格 たなばた 篠原 真 優秀
18 2002 平成14 50 中学校Ｂ 6 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 ヒル セント アンソニー ヴァリエーション 篠原 真 優秀
19 2001 平成13 49 中学校Ｂ 14 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 スウェアリンジェン インヴィクタ 川井 素臣 優秀
20 2000 平成12 48 中学校Ｂ 12 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 リード 音楽祭のプレリュード 川井 素臣 優秀
21 1999 平成11 47 中学校Ｂ 3 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 正門 研一 行進曲「エンブレムズ」 川井 素臣 優秀
22 1998 平成10 46 中学校Ｂ 7 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 河野 土洋 ブラジリアン・ポートレイト 篠原 真 銀
23 1997 平成9 45 中学校Ｂ 4 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ⅱ 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 銅
24 1996 平成8 44 中学校Ｂ 18 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ⅳ ヴァンデルロースト プスタ ～４つのジプシー・ダンス～より Ⅳ 篠原 真 銀
25 1995 平成7 43 中学校Ｂ 17 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ⅲ リード エル・カミーノ・レアル 小島 信子 銀
26 1994 平成6 42 中学校Ｂ 14 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ⅰ ヴァンデルロースト プスタ ～４つのジプシー・ダンス～より Ⅳ 小島 信子 銀
27 1993 平成5 41 中学校Ｂ 6 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ⅳ 田中 賢 「華」吹奏楽のために 小島 信子 金 代表
28 1992 平成4 40 中学校Ｂ 21 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｄ 伊藤 康英 吹奏楽のための抒情的「祭」 小島 信子 銀
29 1991 平成3 39 中学校Ｂ 14 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｄ 大栗 裕 仮面幻想 小島 信子 金 代表
30 1990 平成2 38 中学校Ｂ 16 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｄ リード エル・カミーノ・レアル 小島 信子 金
31 1989 平成元 37 中学校Ｂ 7 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｄ ミッチェル 大草原の歌 大井 美弥子 金
32 1988 昭和63 36 中学校Ｂ 7 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｂ スウェアリンジェン コヴィントン広場 斎藤 裕瑞 銅
33 1987 昭和62 35 中学校Ｂ 16 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｅ ミッチェル 大草原の歌 斎藤 裕瑞 銀
34 1986 昭和61 34 中学校Ｂ 5 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 Ｄ タッジェンホースト カンタベリー組曲 斎藤 裕瑞 銀

団体名



35 1985 昭和60 33 中学校Ｂ 14 徳島大学附属中学校 Ｃ スウェアリンジェン マジェスティア 斎藤 裕瑞 金 代表
36 1984 昭和59 32 中学校Ｂ 11 徳島大学附属中学校 Ｂ クルノー シークリーフ序曲 斎藤 裕瑞 金
37 1983 昭和58 31 中学校Ｂ 12 徳島大学附属中学校 Ｃ ドリーブ バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列 斎藤 裕瑞 銀
38 1982 昭和57 30 中学校Ｂ 6 徳島大学附属中学校 Ｃ タッジェンホースト タングルウッド序曲 斎藤 裕瑞 金
39 1981 昭和56 29 中学校Ｂ 6 徳島大学附属中学校 Ｄ カーター ボルド・シティー序曲 斎藤 裕瑞 銀


