
1 三田市立けやき台中学校 ﾌﾙｰﾄ 3 重奏 ﾄﾘﾌﾟﾙあいす 八木澤　教司
2 関西学院中学部 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹
3 西宮市立瓦木中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 重奏 ﾐﾆﾁｭｱ･ﾀｳﾝ 石毛　里佳
4 西宮市立今津中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 重奏 愛すべきﾈｺ達の世界 渡辺　俊幸
5 芦屋市立山手中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 重奏 ｷﾗｷﾗ星による変奏曲 森田　一浩
6 西宮市立浜脇中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 重奏 絵のない絵本～第12夜～ 樽屋　雅徳
7 西宮市立大社中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 重奏 ｺﾗｰﾙと舞曲 V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
8 西宮市立甲陵中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 重奏 ﾄﾙｳﾞｪｰﾙの「惑星」より－彗星 長生　淳
9 三田市立けやき台中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 重奏 ｻｸｿﾌｫｰﾝ･ﾊﾞｽｶｰｽﾞ 戸田　顕
10 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 重奏 ﾒﾇｴｯﾄ G.ﾎﾞﾙﾂｫｰﾆ
11 宝塚市立山手台中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 5 重奏 ｶﾞﾗｽの香り 福田　洋介
12 西宮市立瓦木中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 5 重奏 ﾌｫｽﾀｰﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ 鈴木　英史

休憩
13 西宮市立上ヶ原中学校 木管 3 重奏 花言葉 田中　久美子
14 西宮市立今津中学校 木管 5 重奏 ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞの風景 広瀬　勇人
15 三田市立ゆりのき台中学校 木管 8 重奏 民謡の主題によるｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ行進曲 C.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
16 芦屋市立山手中学校 管打 4 重奏 ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ｳｪｰﾌﾞ～打楽器とｺﾝﾄﾗﾊﾞｽのために 片岡　寛晶
17 三田市立ゆりのき台中学校 管打 7 重奏 ﾃﾄﾗﾙﾄﾞｩｽ 八木澤　教司
18 西宮市立西宮浜中学校(ｻｳﾝﾄﾞ） 管打 8 重奏 ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾﾚｸｼｮﾝ R.ﾛｼﾞｬｰｽﾞ
19 芦屋市立潮見中学校 管打 8 重奏 薄暮の都市－8人の奏者のための－ 星出　尚志
20 宝塚市立西谷中学校 管打 8 重奏 ｺﾀﾝの雪 福島　弘和
21 西宮市立西宮浜中学校(ﾛﾝﾄﾞﾝ） 管打 8 重奏 ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡

休憩
22 西宮市立上ヶ原中学校 金管 5 重奏 ｺﾞｽﾍﾟﾙﾀｲﾑ J.ｱﾚﾙ
23 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 金管 5 重奏 「空想、おもちゃ、夢」より G.ﾌｧｰﾅﾋﾞｰ
24 西宮市立大社中学校 金管 8 重奏 ﾋﾟｱﾉとﾌｫﾙﾃのｿﾅﾀ G.ｶﾞﾌﾞﾘｴﾘ
25 西宮市立甲武中学校 金管 8 重奏 金管8重奏のための「ﾊﾟｳﾞｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ」 高橋　宏樹
26 芦屋市立潮見中学校 打楽器 3 重奏 ｱﾏﾝﾄﾞ･ｼｮｺﾗ 高橋　宏樹
27 関西学院中学部 打楽器 3 重奏 ﾄﾘｵ･ﾊﾟｰ･ｳﾉ N.J.ｼﾞﾌﾞｺｳﾞｨｯﾁ
28 宝塚市立光ガ丘中学校 打楽器 5 重奏 ﾊﾞｯｶﾅｰﾙ 八木澤　教司
29 西宮市立甲陵中学校 打楽器 6 重奏 海神 濵口　大弥
30 西宮市立浜脇中学校 打楽器 7 重奏 水面に射す紅き影の波紋 山澤　洋之
31 西宮市立甲武中学校 打楽器 8 重奏 ｿﾅﾁﾈ 金田　真一

休憩・審査集計
中学校審査発表

1 県立芦屋高等学校 ﾌﾙｰﾄ 3 重奏 月明かりの照らす3つの風景 高橋　宏樹
2 三田学園高等学校 ﾌﾙｰﾄ 4 重奏 ﾌｨｵﾘﾄｩｰﾗ 八木澤　教司
3 県立篠山産業高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 重奏 ｸﾗﾘﾈｯﾄ３重奏のためのｾﾚﾅｰﾃﾞ　変ロ長調 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ
4 西宮市立西宮東高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 重奏 ﾊﾞｶﾞﾃﾙ C.ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝ
5 県立柏原高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 重奏 ｺﾝ ﾓｰﾄ 阿部　勇一
6 県立宝塚北高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 重奏 ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽの春 A.ﾋﾟｱｿﾗ
7 関西学院高等部 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 重奏 ﾐﾆﾁｭｱ･ﾀｳﾝ 石毛　里佳
8 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 重奏 ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟ～4本のｸﾗﾘﾈｯﾄとﾊﾞｽｸﾗﾘﾈｯﾄのための～ R.T.ﾛﾚﾝﾂ
9 県立有馬高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 7 重奏 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉
10 甲子園学院中学校・高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 7 重奏 ｺﾗｰﾙと舞曲 V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
11 県立西宮高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 重奏 ｸﾗｳﾅﾘｰ･ﾌｫｰ･ｸﾗﾘﾈｯﾂ H.ｽﾀﾙﾊﾟｰｽ
12 県立三田祥雲館高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 重奏 ﾗ･ｾｰﾇ　ｸﾗﾘﾈｯﾄ8重奏のための 真島　俊夫

休憩
13 仁川学院高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 3 重奏 ﾊﾟｯｼｮﾝ 高橋　伸哉
14 西宮市立西宮東高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 3 重奏 夏のｽｹｯﾁ 溝口　佳洋
15 県立北摂三田高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 重奏 ｱｽｷ･ｶﾀｽｷ･ﾊｲｸｽ･ﾃﾄﾗｸｽ･ﾀﾞﾑﾅﾒﾈｳｽ･ｱｲｼｵﾝ 八木澤　教司
16 県立西宮今津高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 重奏 陽炎の舞踏 八木澤　教司
17 県立北摂三田高等学校 木管 3 重奏 ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾂ R.ﾑﾁﾝｽｷ
18 県立西宮南高等学校 木管 5 重奏 ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞの風景 広瀬　勇人
19 報徳学園高等学校 混成 5 重奏 ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞの風景 広瀬　勇人
20 県立鳴尾高等学校 混成 6 重奏 ﾏｲ･ﾎｰﾑﾀｳﾝ 広瀬　勇人
21 県立三田西陵高等学校 混成 8 重奏 晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘
22 県立鳴尾高等学校 管打 6 重奏 波を越えてはるかに 後藤　洋
23 県立西宮今津高等学校 管打 7 重奏 春を呼ぶ風 福島　弘和
24 県立篠山鳳鳴高等学校 管打 7 重奏 ﾏｶｰﾑ･ﾀﾞﾝｽ 片岡　寛晶
25 県立氷上高等学校 管打 7 重奏 ﾏｲ･ﾎｰﾑﾀｳﾝ 広瀬　勇人
26 県立宝塚東高等学校 管打 8 重奏 ﾗﾊﾞｰ･ﾀﾞｯｸ･ﾚｰｽ～おもちゃのｱﾋﾙの大冒険～ 宮川　成治
27 県立西宮北高等学校 管打 8 重奏 天の剣 福田　洋介

休憩
28 県立有馬高等学校 ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ 4 重奏 「天地創造」より　大いなる偉業が成し遂げられた F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
29 県立西宮南高等学校 金管 5 重奏 「薔薇乙女の覚書き」による前奏曲 尾崎　一成
30 県立芦屋高等学校 金管 7 重奏 第7旋法による8声のｶﾝﾂｫﾝ第2番 G.ｶﾞﾌﾞﾘｴﾘ
31 県立西宮高等学校 金管 8 重奏 ｺﾗｰﾙとﾄｯｶｰﾀ 福島　弘和
32 三田学園高等学校 金管 8 重奏 ｱﾚﾊﾝﾄﾞﾛ 広瀬　勇人
33 関西学院高等部 金管 8 重奏 3つの情景 坂井　貴祐
34 仁川学院高等学校 金管 8 重奏 楽市楽座-さくらの抄- 田村　修平
35 県立柏原高等学校 金管 8 重奏 黒の断続 江原　大介
36 県立三田祥雲館高等学校 金管 8 重奏 ｸﾛｽ･ｾｸｼｮﾝ　ﾋﾞｭｰ 三浦　秀秋
37 県立篠山産業高等学校 打楽器 3 重奏 ｴｵﾘｱﾝ･ﾄﾘｵ 金田　真一
38 県立西宮北高等学校 打楽器 3 重奏 ｹﾙﾍﾞﾛｽ･ﾄﾞﾗﾑｽ 加藤　大輝
39 県立宝塚東高等学校 打楽器 3 重奏 794BDH 久石　譲
40 県立三田西陵高等学校 打楽器 3 重奏 ｹﾙﾍﾞﾛｽ･ﾄﾞﾗﾑｽ 加藤　大輝
41 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 打楽器 4 重奏 獅子神楽～4人の打楽器奏者のために～ 片岡　寛晶
42 報徳学園高等学校 打楽器 4 重奏 ｸﾛｽ･ﾌｫｰ･ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ 濵口　大弥

審査集計
閉会式・審査発表


