
該当数 30
№ 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 8 阿波市立吉野中学校 鹿野 草平 若き英雄の挑戦 ４四桂馬 西村 真理子 銅
2 2018 平成30 66 中学校Ｂ 1 阿波市立吉野中学校 福島 弘和 いつも風 巡り会う空 西村 真理子 銀
3 2017 平成29 65 中学校Ｂ 8 阿波市立吉野中学校 足立 正 八幡の欅 ～悠久の時を超えて～ 西村 真理子 銀
4 2016 平成28 64 中学校Ｂ 2 阿波市立吉野中学校 広瀬 勇人 カルカソンヌの城 吉本 公子 銀
5 2015 平成27 63 中学校Ｂ 14 阿波市立吉野中学校 広瀬 勇人 交響詩「森の詩」 吉本 公子 銅
6 2014 平成26 62 中学校Ｂ 19 阿波市立吉野中学校 広瀬 勇人 こびとの森 吉本 公子 銅
7 2013 平成25 61 中学校Ｂ 14 阿波市立吉野中学校 鈴木 英史 プロメテウスの雅歌 吉本 公子 銀
8 2012 平成24 60 中学校Ｂ 8 阿波市立吉野中学校 ドス グリーン ヒルズ ファンタジー 吉本 公子 銀
9 2011 平成23 59 中学校Ｂ 10 阿波市立吉野中学校 福島 弘和 百年祭 吉本 公子 銀
10 2010 平成22 58 中学校Ｂ 10 阿波市立吉野中学校 八木澤 教司 ピリ・レイスの地図 吉本 公子 銀
11 2009 平成21 57 中学校Ｂ 4 阿波市立吉野中学校 八木澤 教司 仰ぎ見ること 泰山北斗の如し 吉本 公子 金
12 2008 平成20 56 中学校Ｂ 2 阿波市立吉野中学校 スパーク ノルウェーのロンド 吉本 公子 優良
13 2007 平成19 55 中学校Ｂ 19 阿波市立吉野中学校 ガーシュイン ラプソディー・イン・ブルー 瀧川 郁代 優秀
14 2006 平成18 54 中学校Ｂ 10 阿波市立吉野中学校 ドス ジャングル 瀧川 郁代 優秀
15 2005 平成17 53 中学校Ｂ 13 阿波市立吉野中学校 カーナウ 動物園での一日 瀧川 郁代 最優秀・アイデア 代表
16 2004 平成16 52 中学校Ａ 4 吉野町立吉野中学校 Ⅱ スウェアリンジェン 勝利の時に 瀧川 郁代 銅
17 2003 平成15 51 中学校Ａ 7 吉野町立吉野中学校 Ⅳ ウィーラン リヴァーダンス 瀧川 郁代 銅
18 2002 平成14 50 中学校Ａ 1 吉野町立吉野中学校 Ⅲ スウェルツ シリム ～クレズマー・ラプソディー～ 瀧川 郁代 銀
19 2001 平成13 49 中学校Ａ 16 吉野町立吉野中学校 Ⅱ シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 瀧川 郁代 銅
20 2000 平成12 48 中学校Ａ 1 吉野町立吉野中学校 Ⅰ ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」より Ⅲバラの乙女達の踊り，Ⅴレズギンカ 瀧川 郁代 銀
21 1999 平成11 47 中学校Ａ 16 吉野町立吉野中学校 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 Ⅰ，Ⅲ 天羽 善久 銀
22 1998 平成10 46 中学校Ａ 13 吉野町立吉野中学校 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 天羽 善久 銀
23 1997 平成9 45 中学校Ｂ 20 吉野町立吉野中学校 Ⅳ スウェアリンジェン マジェスティア 天羽 善久 銀
24 1996 平成8 44 中学校Ｂ 16 吉野町立吉野中学校 Ⅰ カーター 交響的序曲 中川 崇 銅
25 1995 平成7 43 中学校Ｂ 5 吉野町立吉野中学校 Ⅳ 保科 洋 パストラーレ 中川 崇 銅
26 1994 平成6 42 中学校Ｂ 11 吉野町立吉野中学校 Ⅱ シェイファー サンコースト・カーニヴァル 中川 崇 銀
27 1993 平成5 41 中学校Ｂ 13 吉野町立吉野中学校 Ⅰ リード インペラトリクス 宮井 孝 銀
28 1992 平成4 40 中学校Ｂ 4 吉野町立吉野中学校 Ｄ バーンズ アパラチアン序曲 宮井 孝 銅
29 1991 平成3 39 中学校Ｂ 17 吉野町立吉野中学校 Ｄ スウェアリンジェン マジェスティア 宮井 孝 銅
30 1990 平成2 38 中学校Ｂ 20 吉野町立吉野中学校 Ｄ コーディル 吹奏楽のための民話 宮井 孝 銅
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