
団体名 曲目 作曲者 賞 代表

弓ヶ浜中学校 44の小品　より バルトーク 銅
福米中学校 トリオ ベートーヴェン 金
日南中学校 ソナチネⅢ モーツァルト 銅
境港市立第二中学校 メヌエット ボルゾーニ 銀
鳥取北中学校 グラン・ホタ タレガ 銀
後藤ヶ丘中学校 ディベルティメント ハイドン 金
福生中学校 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ ラモー 失格
淀江中学校 子供の情景より シューマン 金
岩美中学校 ミクロコスモス　より バルトーク 銅
大山中学校 フォスター・メドレー フォスター 銅
気高中学校 軍隊行進曲 シューベルト 銅
河北中学校 タバッキエラ組曲よりⅢ レスピーギ 金
倉吉西中学校 7つの郷土の歌　より ダンディ 銀
尚徳中学校 プパッツェッティ カッセラ 金
河原中学校 ガーシュウィン・エアー ガーシュウィン 銅
鳥取市立東中学校 ビゼー“カルメン”の主題によるファンタジー ローゼンブラット 金 ♪
桜ヶ丘中学校 3つの小品　 飯島俊成 銅
大栄中学校 吹奏楽のための前奏曲≪ジョイフル・ハーツ 後藤洋 銅
加茂中学校 私のお気に入り ロジャース 金
日野中学校 ベルガマスク組曲より　プレリュード ドビュッシー 銀
後藤ヶ丘中学校 性格的な舞曲 チャイコフスキー 銀
高草中学校 3つの小品　より 飯島俊成 銀
後藤ヶ丘中学校 ドリー　より　子守歌、スペイン フォーレ 金
東山中学校 ３つのチェコ民謡 チェコ民謡 銀
岸本中学校 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅰ ラモー 銅
江府中学校 24の小品　より チャイコフスキー 金 ♪
美保中学校 プレリュード　Ⅱ ガーシュウィン 金
境港市立第一中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 銀
岸本中学校 イン・モード・レリジオーソ グラズノフ 銅
湊山中学校 イエスは十字架に架けられた シャイト 銀
境港市立第二中学校 組曲 オストランスキー 銅
淀江中学校 ６ソングス ガーシュウィン 銀
岸本中学校 金婚式 マリー 銅
鳥取南中学校 ミュージック・ホール　組曲 ホロヴィッツ 銅
後藤ヶ丘中学校 ルネサンス舞曲集より スザート 銀
日野中学校 フォスター・ラプソディ フォスター 金
倉吉西中学校 アルプス一万尺 アメリカ民謡 銅



大山中学校 フォスター・メドレー フォスター 銅
箕蚊屋中学校 ５つのスロバキア民謡 バルトーク 銀
河北中学校 4つの合唱曲　より ドヴォルザーク 金
倉吉西中学校 アヴィニョンの橋の上で フランス民謡 銀
河原中学校 アヴィニョンの橋の上で フランス民謡 銀
気高中学校 金管6重奏のための組曲 オストランスキー 銀
福生中学校 文明開化の鐘 高橋宏樹 辞退
湖東中学校 バッカスの行列 ドリーブ 金
中ノ郷中学校 ロンドンの小景 ラングフォード 銀
鳥取市立東中学校 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘 金 ♪
鳥取大学附属中学校 一週間 ロシア民謡 銀
国府中学校 三匹の猫　より ヘーゼル 金
尚徳中学校 第7旋法による8声のためのカンツォーナ　第 ガブリエリ 金 ♪
境港市立第一中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 銀
桜ヶ丘中学校 パヴァーヌとダンス 高橋宏樹 銀
加茂中学校 テレプシコーレ 森田一浩 銀
福米中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 金
赤碕中学校 コルドバ アルベニス 銀
江山中学校 アンダンテ・カンタービレ チャイコフスキー 銅
尚徳中学校 メヌエット レスピーギ 銅
江府中学校 3つの舞曲 スザート 金
後藤ヶ丘中学校 歌劇「アベサトムとエテリ」より　バレエ パリアシュヴァリ 銀
高草中学校 夢への冒険 福島弘和 金
日南中学校 茶つみ 文部省唱歌 銅
鳥取市立東中学校 MUGEN（夢幻） 石毛里佳 金
日野中学校 エオリアン・トリオ 金田真一 銀
加茂中学校 アマンド　ショコラ 高橋宏樹 銀
淀江中学校 月迷宮／大神 山澤洋之 金
倉吉西中学校 トリオ・パー・ウノ　より ジブコヴィッチ 金
鳥取大学附属中学校 エオリアン・カルテット 金田真一 銀
鳥取南中学校 ファースト・スートゥ・フォー・マリンバ・カルテット ブー 銀
湊山中学校 ポップトーン 山本教生 銀
国府中学校 ジムナスティック・ゲームス 西原大樹 金 ♪
河原中学校 エオリアン・カルテット 金田真一 銀
福米中学校 ペンタゴン～5人の打楽器奏者のための～ 天野正道 金
湖東中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀
中ノ郷中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀
河北中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀
桜ヶ丘中学校 光の隙間 樽屋雅徳 銀



尚徳中学校 星物語～第２章～　打楽器5重奏のための 野本洋介 金 ♪
箕蚊屋中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　金平糖のチャイコフスキー 金
桜ヶ丘中学校 想い出は銀の笛より　Ⅱ．真紅のルビー　Ⅴ 三浦真理 銀
鳥取大学附属中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　葦笛の踊チャイコフスキー 銀
中ノ郷中学校 アダージョとスケルツォ ウーテル 銀
箕蚊屋中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　葦笛の踊チャイコフスキー 金
福米中学校 トリオ ブーフィル 銀
境港市立第一中学校 夢見るための３つの絵 ロシニョール 銅
東伯中学校 バガテル・フォー・クラリネット グランドマン 銅
湊山中学校 ロバの思い出　より　無言歌 ラドミロー 銀
鳥取南中学校 ディベルティメント ウール 銀
日野中学校 6つの空想より マクダヴェル 銀
桜ヶ丘中学校 カプリス グランドマン 銀
加茂中学校 お団子ヘアの女の子 八木澤教司 銀
湖東中学校 フォスター・ラプソディ 鈴木英史 銀
箕蚊屋中学校 こきりこ 富山県民謡 金 ♪
鳥取大学附属中学校 アラベスク　第１番 ドビュッシー 金
中ノ郷中学校 弦楽四重奏曲より　第４楽章 ラヴェル 金
箕蚊屋中学校 スラブ舞曲　第10番 ドヴォルザーク 銀
倉吉西中学校 スペイン舞曲集より グラナドス 銀
鳥取南中学校 3つの小品　 レビコフ 銀
東伯中学校 アミューズメント・パーク・シート・フォー・サクソフォン高橋宏樹 金
鳥取北中学校 リベルタンゴ ピアソラ 銀
福米中学校 サクソフォーン四重奏曲　第2番 ミラー 銀
湊山中学校 第１番　OP.５３ サンジュレー 銅
国府中学校 キャフェ・サンジェルマン 真島俊夫 金
中ノ郷中学校 セカンド・バトル 天野正道 金

和田小学校 ナヴァロ スミス 金

鳥取東高等学校 グランド・カルテット クーラウ

鳥取西高等学校 アルカディ ベルトミュー

倉吉東高等学校 歌劇「魔笛」より　4つのアリア モーツァルト

米子松陰高等学校 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール

鳥取東高等学校 アンダルシアの風 坂井貴祐

米子北高等学校 「ネーニェ」－嘆きの歌 八木澤教司

鳥取西高等学校 パーテル・ノステル 八木澤教司

米子西高等学校 イントロダクション・アンド・ロンド ジェイコブ

境高等学校 「エチュード」～クラリネット８重奏のための～ 戸田顕



米子南高等学校 パッション 高橋伸哉

倉吉西高等学校 グリムの古城 高橋宏樹

倉吉東高等学校 グラーヴェとプレスト リヴィエ

鳥取中央育英高等学校 アリオンの琴歌 八木澤教司

鳥取西高等学校 アラベスク　第１番 ドビュッシー

鳥取東高等学校 セカンド・バトル 天野正道

鳥取西高等学校 2本のオーボエと2本のファゴットのための「ソナタファッシュ

倉吉総合産業高等学校 アルプス一万尺 アメリカ民謡

米子東高等学校 自動オルガンのためのファンタジー　ヘ短調 モーツァルト

倉吉東高等学校 17世紀の古風なハンガリー舞曲　より ファルカシュ

倉吉西高等学校 ミサ・ブレヴィスK.275より モーツァルト

米子西高等学校 ビゼー“カルメン”の主題によるファンタジー ローゼンブラット

八頭高等学校 3つの歌 ラヴェル

倉吉総合産業高等学校 夏の夜に水上で歌われる2つの歌 ディーリアス

米子東高等学校 パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ

境高等学校 レジェンドⅡ・Ⅲ　より ドヴォルザーク

米子南高等学校 トリオ　作品82より ライヒャ

鳥取東高等学校 トリオ・フォー・ブラス ネリベル

倉吉総合産業高等学校 シャルル＝ドルレアンの3つの歌 ドビュッシー

米子東高等学校 ピアノ曲集「お菓子の世界」より　チョコ・バー 湯山昭

倉吉東高等学校 もう一匹の猫　クラーケン ヘーゼル

境高等学校 A way to the hope～希望への道～ 菊一旭大

米子北高等学校 忘却の城跡 八木澤教司

米子東高等学校 第7旋法による8声のためのカンツォーナ　第 ガブリエリ

倉吉西高等学校 空への祈り～金管八重奏のための心象スケッチ福島弘和

米子西高等学校 ガーシュウィン・エアー ガーシュウィン

鳥取城北高等学校 テレプシコーレⅡ 森田一浩

米子松陰高等学校 ブラック・フォレスト序曲 スウィーニー

倉吉東高等学校 クレッシェント・フォー・パーカッション・トリオ 野本洋介

倉吉西高等学校 ラプソディーⅢ－凛 福田洋介

米子西高等学校 第二組曲 金田真一

米子東高等学校 セレブレーション・アンド・コラール ポンテ

境高等学校 パーカッシヴスペース 片岡寛晶

米子北高等学校 ヴォルケーノ・タワー～7人の打楽器奏者のためのグラスティル

鳥取西高等学校 ジャンヌ・ダルク～8つの打楽器群のための グラスティル

鳥取東高等学校 ソナチネ 金田真一

米子工業高等専門学校 サクソフォン四重奏曲より第三，四楽章 ジャンジャン

勝田町一番地寄合楽団 ディベルティメント　より　Ⅲ ウール

アンサンブルｎｉｋ クラリネット・バスカーズ 戸田顕



鳥取サクソフォーンクラブ のっぴきならない虹～サクソフォーン三重奏 福島弘和

鳥取サクソフォーンクラブ カルメン幻想曲 ビゼー

サクソフォーン・アンサンブル“ＩＭＡＧＥ” サクソフォーン四重奏曲　より　Ⅳ　 パスカル

白兎ウインドハーモニー 5つの管楽器のための小室内楽曲　よりⅠ， ヒンデミット

鳥取ホルンアンサンブル ホルン四重奏のための組曲　より ボザ

鳥取ホルンアンサンブル 6本のホルンのためのファンタジア メイヤー

アンサンブルＳＨＡＤＥ 4本のトロンボーンのためのパスピエ 高嶋圭子

鳥取トロンボーン・カンパニー 序奏・主題と8つの変奏　より ティボール

眞鍮曲がり金拔き差し自在喇叭四重合奏團・米子 オラトリオ「天地創造」 ハイドン

勝田町一番地寄合楽団 雨の音楽会 福島弘和



No 演奏形態 団体名 曲目 作曲者 賞 代表

1 木管３重奏 弓ヶ浜中学校 44の小品　より バルトーク 銅

2 木管３重奏 福米中学校 トリオ ベートーヴェン 金

3 木管３重奏 日南中学校 ソナチネⅢ モーツァルト 銅

4 木管４重奏 境港市立第二中学校 メヌエット ボルゾーニ 銀

5 木管４重奏 鳥取北中学校 グラン・ホタ タレガ 銀

6 木管５重奏 後藤ヶ丘中学校 ディベルティメント ハイドン 金

7 木管５重奏 福生中学校 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅱ ラモー 失格

8 木管５重奏 淀江中学校 子供の情景より シューマン 金

9 木管６重奏 岩美中学校 ミクロコスモス　より バルトーク 銅

10 木管６重奏 大山中学校 フォスター・メドレー フォスター 銅

11 木管６重奏 気高中学校 軍隊行進曲 シューベルト 銅

12 木管６重奏 河北中学校 タバッキエラ組曲よりⅢ レスピーギ 金

13 木管６重奏 倉吉西中学校 7つの郷土の歌　より ダンディ 銀

14 木管８重奏 尚徳中学校 プパッツェッティ カッセラ 金

15 木管８重奏 河原中学校 ガーシュウィン・エアー ガーシュウィン 銅

16 木管８重奏 鳥取市立東中学校 ビゼー“カルメン”の主題によるファンタジー ローゼンブラット 金 ♪

17 管楽６重奏 桜ヶ丘中学校 3つの小品　 飯島俊成 銅

18 管楽８重奏 大栄中学校 吹奏楽のための前奏曲≪ジョイフル・ハーツ≫ 後藤洋 銅

19 管弦５重奏 加茂中学校 私のお気に入り ロジャース 金

20 管弦６重奏 日野中学校 ベルガマスク組曲より　プレリュード ドビュッシー 銀

21 管弦７重奏 後藤ヶ丘中学校 性格的な舞曲 チャイコフスキー 銀

22 管打６重奏 高草中学校 3つの小品　より 飯島俊成 銀

23 管打８重奏 後藤ヶ丘中学校 ドリー　より　子守歌、スペイン フォーレ 金

24 管打８重奏 東山中学校 ３つのチェコ民謡 チェコ民謡 銀

25 管打８重奏 岸本中学校 歌劇「プラテー」より　バレエ音楽Ⅰ ラモー 銅

26 管打８重奏 江府中学校 24の小品　より チャイコフスキー 金 ♪

27 管打８重奏 美保中学校 プレリュード　Ⅱ ガーシュウィン 金

28 金管４重奏 境港市立第一中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 銀

29 金管４重奏 岸本中学校 イン・モード・レリジオーソ グラズノフ 銅

30 金管４重奏 湊山中学校 イエスは十字架に架けられた シャイト 銀

31 金管５重奏 境港市立第二中学校 組曲 オストランスキー 銅

32 金管５重奏 淀江中学校 ６ソングス ガーシュウィン 銀

33 金管５重奏 岸本中学校 金婚式 マリー 銅

34 金管５重奏 鳥取南中学校 ミュージック・ホール　組曲 ホロヴィッツ 銅

35 金管５重奏 後藤ヶ丘中学校 ルネサンス舞曲集より スザート 銀

36 金管５重奏 日野中学校 フォスター・ラプソディ フォスター 金

37 金管５重奏 倉吉西中学校 アルプス一万尺 アメリカ民謡 銅

中学校の部



38 金管５重奏 大山中学校 フォスター・メドレー フォスター 銅

39 金管６重奏 箕蚊屋中学校 ５つのスロバキア民謡 バルトーク 銀

40 金管６重奏 河北中学校 4つの合唱曲　より ドヴォルザーク 金

41 金管６重奏 倉吉西中学校 アヴィニョンの橋の上で フランス民謡 銀

42 金管６重奏 河原中学校 アヴィニョンの橋の上で フランス民謡 銀

43 金管６重奏 気高中学校 金管6重奏のための組曲 オストランスキー 銀

44 金管６重奏 福生中学校 文明開化の鐘 高橋宏樹 辞退

45 金管６重奏 湖東中学校 バッカスの行列 ドリーブ 金

46 金管８重奏 中ノ郷中学校 ロンドンの小景 ラングフォード 銀

47 金管８重奏 鳥取市立東中学校 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部知弘 金 ♪

48 金管８重奏 鳥取大学附属中学校 一週間 ロシア民謡 銀

49 金管８重奏 国府中学校 三匹の猫　より ヘーゼル 金

50 金管８重奏 尚徳中学校 第7旋法による8声のためのカンツォーナ　第2番 ガブリエリ 金 ♪

51 金管８重奏 境港市立第一中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 銀

52 金管８重奏 桜ヶ丘中学校 パヴァーヌとダンス 高橋宏樹 銀

53 金管８重奏 加茂中学校 テレプシコーレ 森田一浩 銀

54 金管８重奏 福米中学校 ピザ・パーティー ワルターズ 金

55 管楽６重奏 赤碕中学校 コルドバ アルベニス 銀

56 管楽６重奏 江山中学校 アンダンテ・カンタービレ チャイコフスキー 銅

57 管楽７重奏 尚徳中学校 メヌエット レスピーギ 銅

58 管打６重奏 江府中学校 3つの舞曲 スザート 金

59 管打８重奏 後藤ヶ丘中学校 歌劇「アベサトムとエテリ」より　バレエ パリアシュヴァリ 銀

60 管打８重奏 高草中学校 夢への冒険 福島弘和 金

61 管弦打７重奏 日南中学校 茶つみ 文部省唱歌 銅

62 打楽器３重奏 鳥取市立東中学校 MUGEN（夢幻） 石毛里佳 金

63 打楽器３重奏 日野中学校 エオリアン・トリオ 金田真一 銀

64 打楽器３重奏 加茂中学校 アマンド　ショコラ 高橋宏樹 銀

65 打楽器３重奏 淀江中学校 月迷宮／大神 山澤洋之 金

66 打楽器３重奏 倉吉西中学校 トリオ・パー・ウノ　より ジブコヴィッチ 金

67 打楽器４重奏 鳥取大学附属中学校 エオリアン・カルテット 金田真一 銀

68 打楽器４重奏 鳥取南中学校 ファースト・スートゥ・フォー・マリンバ・カルテット ブー 銀

69 打楽器４重奏 湊山中学校 ポップトーン 山本教生 銀

70 打楽器４重奏 国府中学校 ジムナスティック・ゲームス 西原大樹 金 ♪

71 打楽器４重奏 河原中学校 エオリアン・カルテット 金田真一 銀

72 打楽器５重奏 福米中学校 ペンタゴン～5人の打楽器奏者のための～ 天野正道 金

73 打楽器５重奏 湖東中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀

74 打楽器５重奏 中ノ郷中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀

75 打楽器５重奏 河北中学校 エオリアン・クインテット 金田真一 銀

76 打楽器５重奏 桜ヶ丘中学校 光の隙間 樽屋雅徳 銀



77 打楽器５重奏 尚徳中学校 星物語～第２章～　打楽器5重奏のための 野本洋介 金 ♪

78 弦打４重奏 箕蚊屋中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　金平糖の精の踊り、トレパック チャイコフスキー 金

79 フルート３重奏 桜ヶ丘中学校 想い出は銀の笛より　Ⅱ．真紅のルビー　Ⅴ．ブルー・パステル 三浦真理 銀

80 フルート３重奏 鳥取大学附属中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　葦笛の踊り チャイコフスキー 銀

81 フルート４重奏 中ノ郷中学校 アダージョとスケルツォ ウーテル 銀

82 フルート４重奏 箕蚊屋中学校 バレエ音楽「くるみ割り人形」より　葦笛の踊り チャイコフスキー 金

83 クラリネット３重奏 福米中学校 トリオ ブーフィル 銀

84 クラリネット３重奏 境港市立第一中学校 夢見るための３つの絵 ロシニョール 銅

85 クラリネット４重奏 東伯中学校 バガテル・フォー・クラリネット グランドマン 銅

86 クラリネット４重奏 湊山中学校 ロバの思い出　より　無言歌 ラドミロー 銀

87 クラリネット４重奏 鳥取南中学校 ディベルティメント ウール 銀

88 クラリネット４重奏 日野中学校 6つの空想より マクダヴェル 銀

89 クラリネット４重奏 桜ヶ丘中学校 カプリス グランドマン 銀

90 クラリネット４重奏 加茂中学校 お団子ヘアの女の子 八木澤教司 銀

91 クラリネット５重奏 湖東中学校 フォスター・ラプソディ 鈴木英史 銀

92 クラリネット６重奏 箕蚊屋中学校 こきりこ 富山県民謡 金 ♪

93 クラリネット６重奏 鳥取大学附属中学校 アラベスク　第１番 ドビュッシー 金

94 クラリネット６重奏 中ノ郷中学校 弦楽四重奏曲より　第４楽章 ラヴェル 金

95 サクソフォン３重奏 箕蚊屋中学校 スラブ舞曲　第10番 ドヴォルザーク 銀

96 サクソフォン３重奏 倉吉西中学校 スペイン舞曲集より グラナドス 銀

97 サクソフォン３重奏 鳥取南中学校 3つの小品　 レビコフ 銀

98 サクソフォン３重奏 東伯中学校 アミューズメント・パーク・シート・フォー・サクソフォン・トリオ 高橋宏樹 金

99 サクソフォン４重奏 鳥取北中学校 リベルタンゴ ピアソラ 銀

100 サクソフォン４重奏 福米中学校 サクソフォーン四重奏曲　第2番 ミラー 銀

101 サクソフォン４重奏 湊山中学校 第１番　OP.５３ サンジュレー 銅

102 サクソフォン４重奏 国府中学校 キャフェ・サンジェルマン 真島俊夫 金

103 サクソフォン５重奏 中ノ郷中学校 セカンド・バトル 天野正道 金

104 管打８重奏 和田小学校 ナヴァロ スミス 金

105 フルート４重奏 鳥取東高等学校 グランド・カルテット クーラウ 金

106 フルート４重奏 鳥取西高等学校 アルカディ ベルトミュー 銀

107 クラリネット４重奏 倉吉東高等学校 歌劇「魔笛」より　4つのアリア モーツァルト 銀

108 クラリネット５重奏 米子松陰高等学校 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール 銅

109 クラリネット８重奏 鳥取東高等学校 アンダルシアの風 坂井貴祐 銀

110 クラリネット８重奏 米子北高等学校 「ネーニェ」－嘆きの歌 八木澤教司 金

111 クラリネット８重奏 鳥取西高等学校 パーテル・ノステル 八木澤教司 銀

112 クラリネット８重奏 米子西高等学校 イントロダクション・アンド・ロンド ジェイコブ 銀

113 クラリネット８重奏 境高等学校 「エチュード」～クラリネット８重奏のための～ 戸田顕 金 ♪

小学校の部

高校の部



114 サクソフォン３重奏 米子南高等学校 パッション 高橋伸哉 銀

115 サクソフォン４重奏 倉吉西高等学校 グリムの古城 高橋宏樹 銀

116 サクソフォン４重奏 倉吉東高等学校 グラーヴェとプレスト リヴィエ 銀

117 サクソフォン４重奏 鳥取中央育英高等学校 アリオンの琴歌 八木澤教司 銀

118 サクソフォン５重奏 鳥取西高等学校 アラベスク　第１番 ドビュッシー 金

119 サクソフォン５重奏 鳥取東高等学校 セカンド・バトル 天野正道 金

120 木管４重奏 鳥取西高等学校 2本のオーボエと2本のファゴットのための「ソナタ　ヘ長調」よりⅠ，Ⅱ ファッシュ 銀

121 木管４重奏 倉吉総合産業高等学校 アルプス一万尺 アメリカ民謡 銅

122 木管４重奏 米子東高等学校 自動オルガンのためのファンタジー　ヘ短調K.608 モーツァルト 金

123 木管５重奏 倉吉東高等学校 17世紀の古風なハンガリー舞曲　より ファルカシュ 銀

124 木管６重奏 倉吉西高等学校 ミサ・ブレヴィスK.275より モーツァルト 銅

125 木管８重奏 米子西高等学校 ビゼー“カルメン”の主題によるファンタジー ローゼンブラット 銀

126 木管８重奏 八頭高等学校 3つの歌 ラヴェル 銅

127 木管８重奏 倉吉総合産業高等学校 夏の夜に水上で歌われる2つの歌 ディーリアス 銅

128 管弦８重奏 米子東高等学校 パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ 金 ♪

129 管弦８重奏 境高等学校 レジェンドⅡ・Ⅲ　より ドヴォルザーク 金 ♪

130 ホルン３重奏 米子南高等学校 トリオ　作品82より ライヒャ 銀

131 金管３重奏 鳥取東高等学校 トリオ・フォー・ブラス ネリベル 銀

132 金管６重奏 倉吉総合産業高等学校 シャルル＝ドルレアンの3つの歌 ドビュッシー 銅

133 金管６重奏 米子東高等学校 ピアノ曲集「お菓子の世界」より　チョコ・バー，ウエハース，鬼あられ 湯山昭 銀

134 金管８重奏 倉吉東高等学校 もう一匹の猫　クラーケン ヘーゼル 銀

135 金管８重奏 境高等学校 A way to the hope～希望への道～ 菊一旭大 金 ♪

136 金管８重奏 米子北高等学校 忘却の城跡 八木澤教司 金 ♪

137 金管８重奏 米子東高等学校 第7旋法による8声のためのカンツォーナ　第2番 ガブリエリ 金

138 金管８重奏 倉吉西高等学校 空への祈り～金管八重奏のための心象スケッチ～ 福島弘和 銀

139 金管８重奏 米子西高等学校 ガーシュウィン・エアー ガーシュウィン 銀

140 管打８重奏 鳥取城北高等学校 テレプシコーレⅡ 森田一浩 銅

141 管打８重奏 米子松陰高等学校 ブラック・フォレスト序曲 スウィーニー 銅

142 打楽器３重奏 倉吉東高等学校 クレッシェント・フォー・パーカッション・トリオ 野本洋介 銀

143 打楽器３重奏 倉吉西高等学校 ラプソディーⅢ－凛 福田洋介 銀

144 打楽器５重奏 米子西高等学校 第二組曲 金田真一 銀

145 打楽器６重奏 米子東高等学校 セレブレーション・アンド・コラール ポンテ 金

146 打楽器６重奏 境高等学校 パーカッシヴスペース 片岡寛晶 金 ♪

147 打楽器７重奏 米子北高等学校 ヴォルケーノ・タワー～7人の打楽器奏者のための グラスティル 金 ♪

148 打楽器８重奏 鳥取西高等学校 ジャンヌ・ダルク～8つの打楽器群のための グラスティル 金

149 打楽器８重奏 鳥取東高等学校 ソナチネ 金田真一 銀

150 サクソフォン４重奏 米子工業高等専門学校 サクソフォン四重奏曲より第三，四楽章 ジャンジャン 金 ♪

151 クラリネット４重奏 勝田町一番地寄合楽団 ディベルティメント　より　Ⅲ ウール 銀

152 クラリネット５重奏 アンサンブルｎｉｋ クラリネット・バスカーズ 戸田顕 銅



153 サクソフォン３重奏 鳥取サクソフォーンクラブ のっぴきならない虹～サクソフォーン三重奏のための3つの小品～Ⅱ，Ⅲ 福島弘和 銅

154 サクソフォン４重奏 鳥取サクソフォーンクラブ カルメン幻想曲 ビゼー 銀

155 サクソフォン４重奏 サクソフォーン・アンサンブル“ＩＭＡＧＥ” サクソフォーン四重奏曲　より　Ⅳ　 パスカル 銀

156 木管５重奏 白兎ウインドハーモニー 5つの管楽器のための小室内楽曲　よりⅠ，Ⅴ ヒンデミット 銀

157 ホルン４重奏 鳥取ホルンアンサンブル ホルン四重奏のための組曲　より ボザ 銀

158 ホルン６重奏 鳥取ホルンアンサンブル 6本のホルンのためのファンタジア メイヤー 金

159 トロンボーン４重奏 アンサンブルＳＨＡＤＥ 4本のトロンボーンのためのパスピエ 高嶋圭子 金 ♪

160 トロンボーン４重奏 鳥取トロンボーン・カンパニー 序奏・主題と8つの変奏　より ティボール 金 ♪

161 トロンボーン４重奏 眞鍮曲がり金拔き差し自在喇叭四重合奏團・米子 オラトリオ「天地創造」 ハイドン 銀

162 打楽器６重奏 勝田町一番地寄合楽団 雨の音楽会 福島弘和 金 ♪


