
No 団体名 編成 曲名 作曲者
1 西宮市立平木中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ3重奏 ﾆｭｰﾍﾞﾘｰ･ｽﾄﾘｰﾄ 広瀬　勇人
2 西宮市立瓦木中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾂ 福島　弘和
3 西宮市立塩瀬中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ6重奏 ﾊﾞﾚｴ組曲「青銅の騎士」より R.ｸﾞﾘｴｰﾙ
4 西宮市立浜脇中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ7重奏 ﾋﾟｸｾﾙｽﾞ 福田　洋介
5 西宮市立上ヶ原中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ3重奏 夏のｽｹｯﾁ 溝口　佳洋
6 西宮市立今津中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ3重奏 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾝ・ﾀﾞﾝｽ 広瀬　勇人
7 西宮市立山口中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ3重奏 夏のｽｹｯﾁ 溝口　佳洋
8 西宮市立甲武中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ4重奏 ｸﾞﾘﾑの古城 高橋　宏樹
9 関西学院中学部 木管3重奏 長月絵巻 石毛　里佳
10 西宮市立苦楽園中学校 木管3重奏 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ M.ｱｰﾉﾙﾄﾞ
11 宝塚市立光ガ丘中学校 木管5重奏 ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞの風景 広瀬　勇人
12 西宮市立瓦木中学校 木管8重奏 月に寄せる哀歌 松下　倫士
13 三田市立ゆりのき台中学校 木管8重奏 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹
14 三田市立富士中学校 木管8重奏 てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島　弘和
15 西宮市立山口中学校 管楽4重奏 ﾗﾉﾍﾞ ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 宮川　成治
16 宝塚市立西谷中学校 管楽5重奏 ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞの風景 広瀬　勇人
17 西宮市立高須中学校 管楽7重奏 ｲﾝﾄﾗｰﾀﾞⅡ 八木澤　教司
18 西宮市立大社中学校 管打7重奏 ﾏｶｰﾑ・ﾀﾞﾝｽ～７人のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙのために～ 片岡　寛晶
19 三田市立富士中学校 管打8重奏 ｸﾛｽ･ｾｸｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰ･ｲﾝ･ﾘｽﾞﾑ 三浦　秀秋
20 芦屋市立潮見中学校 管打8重奏 風の詩 福島　弘和
21 西宮市立高須中学校 管打8重奏 ｿﾛﾓﾝの指輪 広瀬　勇人
22 関西学院中学部 ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ4重奏 天地創造より「大いなる御業は成りぬ」 F.J.ﾊｲﾄﾞﾝ
23 西宮市立今津中学校 金管5重奏 いさり火の歌 福田　洋介
24 三田市立ゆりのき台中学校 金管5重奏 屋根裏猫の夕べ 福田　洋介
25 西宮市立浜脇中学校 金管8重奏 「ﾃﾚﾌﾟｼｺｰﾚ」より　ﾙﾈｯｻﾝｽ舞曲集 M.ﾌﾟﾚﾄﾘｳｽ
26 西宮市立平木中学校 金管8重奏 ﾋﾟｰｺｯｸ･ﾌﾞﾙｰ 福田　洋介
27 西宮市立甲陵中学校 金管8重奏 黒の断続 江原　大介
28 西宮市立塩瀬中学校 金管8重奏 ｸﾗｯﾌﾟｽ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ 石毛　里佳
29 宝塚市立山手台中学校 金管8重奏 ﾗﾌｧｰｶﾞ 河合　和貴
30 西宮市立大社中学校 金管8重奏 ﾙﾈｻﾝｽ舞曲集 C.ｼﾞｪﾙｳﾞｪｰｽﾞ・P.ｱﾃﾆｬﾝ
31 西宮市立苦楽園中学校 金管8重奏 天狗舞 福田　洋介
32 宝塚市立高司中学校 金管8重奏 ﾊﾟｳﾞｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ 高橋　宏樹
33 芦屋市立潮見中学校 打楽器3重奏 ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ｳｪｰﾌﾞ～3人の打楽器奏者のために 片岡　寛晶
34 西宮市立上ヶ原中学校 打楽器4重奏 ｴｵﾘｱﾝ　ｶﾙﾃｯﾄ 金田　真一
35 西宮市立甲武中学校 打楽器5重奏 打楽重奏のための「狂歌百物語」より　鎌鼬 濵口　大弥
36 三田市立けやき台中学校 打楽器5重奏 雪灯籠/白虎 山澤　洋之
37 西宮市立甲陵中学校 打楽器7重奏 称揚～神の山～ 加藤　大輝



No 団体名 編成 曲名 作曲者
1 県立西宮北高等学校 ﾌﾙｰﾄ3重奏 碧い月の神話 石毛　里佳
2 県立芦屋高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ3重奏 ３つの魔法 高橋　宏樹
3 県立西宮今津高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ﾊﾞｰﾄｳｫｯﾁﾝｸﾞ M.ﾍﾝﾘｰ
4 県立柏原高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ﾀﾝｺﾞ組曲 A.ﾋﾟｱｿﾗ
5 三田学園高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ A.ｳｰﾙ
6 県立三田祥雲館高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ A.ｳｰﾙ
7 県立芦屋国際中等教育学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 ｳﾞｫｲﾆｯﾁ手稿 清水　大輔
8 武庫川女子大学附属 ｸﾗﾘﾈｯﾄ7重奏 ﾊﾞﾙｶﾛｰﾚ ｲﾝ ｼﾞｬｽﾞ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ
9 関西学院高等部 ｸﾗﾘﾈｯﾄ8重奏 絵のない絵本～第12夜～ 樽屋　雅徳
10 甲子園学院中学校高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ8重奏 ｶﾞﾗｽの海と都市の情景 ﾐｷﾅ
11 県立西宮高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ8重奏 ｶﾞﾗｽの海と都市の情景 ﾐｷﾅ
12 報徳学園高等学校 木管3重奏 雪灯りの幻想 福島　弘和
13 神戸女学院高等学校 木管3重奏 ﾕｲﾏｰﾙ 広瀬　勇人
14 県立篠山鳳鳴高等学校 木管4重奏 ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 山下　祐加
15 仁川学院高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ3重奏 ｴﾝﾊﾟｼｰ 清水　大輔
16 三田学園高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ4重奏 ｱﾘｵﾝの琴歌 八木澤　教司
17 県立北摂三田高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ4重奏 四重奏曲 A.ﾃﾞｻﾝｸﾛ
18 西宮市立西宮東高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ5重奏 ｾｶﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾙ 天野　正道
19 県立有馬高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ5重奏 ｶﾞﾗｽの香り 福田　洋介
20 県立芦屋国際中等教育学校 管楽4重奏 低音楽器四重奏のための３つの民謡 G.ﾎﾙｽﾄ
21 三田松聖高等学校 管楽5重奏 ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾀﾞﾝｽ 福田　洋介
22 県立西宮北高等学校 管打8重奏 天の剣 福田　洋介
23 県立芦屋高等学校 管打8重奏 ｱﾙﾙの女第二組曲より第四楽章「ﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ」 G.ﾋﾞｾﾞｰ
24 県立宝塚北高等学校 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ3重奏 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ3重奏のためのﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ A.ｸﾗｲｽﾗｰ
25 県立篠山鳳鳴高等学校 金管5重奏 ﾙﾈｻﾝｽ･ﾀﾞﾝｽ 福田　洋介
26 県立三田祥雲館高等学校 金管5重奏 「薔薇乙女の覚書き」による前奏曲 尾崎　一成
27 報徳学園高等学校 金管5重奏 「薔薇乙女の覚書き」による前奏曲 尾崎　一成
28 県立鳴尾高等学校 金管6重奏 夏の丘の街 濱﨑　大吾
29 仁川学院高等学校 金管7重奏 連獅子 福田　洋介
30 神戸女学院高等学校 金管7重奏 騎馬の肖像 福田　洋介
31 県立北摂三田高等学校 金管8重奏 三つの情景 坂井　貴祐
32 西宮市立西宮東高等学校 金管8重奏 ｲﾝﾄﾗｰﾀﾞ 八木澤　教司
33 県立柏原高等学校 金管8重奏 華円舞 福田　洋介
34 県立有馬高等学校 金管8重奏 ﾋﾟｰｺｯｸ･ﾌﾞﾙｰ 福田　洋介
35 甲子園学院中学校高等学校 金管8重奏 ﾌﾗﾝｽ･ﾙﾈｻﾝｽ舞曲集 C.ｼﾞｪﾙｳﾞｪｰｽﾞ・P.ｱﾃﾆｬﾝ
36 関西学院高等部 金管8重奏 金管八重奏のためのｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 福島　弘和
37 県立西宮高等学校 金管8重奏 遮られた休息～占守島の追憶～ 松下　倫士
38 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
39 県立氷上高等学校 打楽器3重奏 ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ A.ﾒﾝｹﾝ
40 県立鳴尾高等学校 打楽器3重奏 下弦の月－踊り－ 野本　洋介
41 県立西宮今津高等学校 打楽器3重奏 ｹﾙﾍﾞﾛｽ・ﾄﾞﾗﾑｽ 加藤　大輝
42 武庫川女子大学附属 打楽器4重奏 瞑想の時～4人の打楽器奏者のために～ 片岡　寛晶
43 三田松聖高等学校 打楽器4重奏 ﾊｰﾏﾝの手紙 Hﾌﾞﾗｯﾄﾞﾏﾝ


