
部門 順 団体名 演奏 部門 順 団体名 演奏

1 岩手県立花巻北高等学校 木弦 二重奏 14:30 1 花巻市立矢沢中学校 打楽器 五重奏 10:00
2 岩手県立花北青雲高等学校 打楽器 四重奏 14:35 2 花巻市立花巻中学校 打楽器 四重奏 10:07
3 岩手県立花巻北高等学校 打楽器 四重奏 14:43 3 花巻市立南城中学校 打楽器 三重奏 10:14
4 岩手県立花巻南高等学校 打楽器 四重奏 14:51 4 花巻市立湯口中学校 打楽器 三重奏 10:21
5 岩手県立遠野緑峰高等学校 打楽器 三重奏 14:59 5 花巻市立西南中学校 打楽器 三重奏 10:28
6 岩手県立花巻農業高等学校 打楽器 三重奏 15:07 6 花巻市立大迫中学校 打楽器 三重奏 10:35
7 岩手県立遠野高等学校 管打 三重奏 15:15 7 花巻市立東和中学校 打楽器 三重奏 10:42
8 花巻東高等学校 金管打 八重奏 15:22 8 遠野市立遠野東中学校 打楽器 三重奏 10:49
9 花巻東高等学校 木管打 五重奏 15:29 9 花巻市立湯本中学校 管打 七重奏 10:56
10 岩手県立遠野高等学校 管楽 八重奏 15:36 10 遠野市立遠野西中学校 管打 七重奏 11:02
11 岩手県立大迫高等学校 管楽 五重奏 15:42 11 花巻市立石鳥谷中学校 管打 六重奏 11:08
12 岩手県立花巻南高等学校 金管 八重奏 15:48 12 遠野市立遠野中学校 管打 五重奏 11:14
13 岩手県立花北青雲高等学校 金管 八重奏 15:54 13 花巻市立花巻北中学校 管打 三重奏 11:19

14 花巻市立宮野目中学校 管打 三重奏 11:25
14 岩手県立花巻北高等学校 金管 八重奏 16:15
15 岩手県立花巻北高等学校 金管 六重奏 16:21 15 花巻市立矢沢中学校 金管 八重奏 11:45
16 岩手県立花北青雲高等学校 金管 四重奏 16:27 16 花巻市立東和中学校 金管 七重奏 11:51
17 岩手県立遠野緑峰高等学校 金管 三重奏 16:33 17 花巻市立花巻北中学校 金管 六重奏 11:57
18 岩手県立花巻農業高等学校 木管 三重奏 16:39 18 遠野市立遠野中学校 金管 六重奏 12:03
19 岩手県立花巻北高等学校 サクソフォン 五重奏 16:45 19 花巻市立花巻中学校 金管 五重奏 12:07
20 岩手県立花北青雲高等学校 サクソフォン 四重奏 16:51 20 遠野市立遠野東中学校 金管 五重奏 12:13
21 岩手県立花巻北高等学校 クラリネット 七重奏 16:57 21 花巻市立南城中学校 金管 五重奏 12:19
22 岩手県立花北青雲高等学校 クラリネット 五重奏 17:03 22 花巻市立矢沢中学校 金管 五重奏 12:25
23 岩手県立花巻南高等学校 クラリネット 四重奏 17:09 23 花巻市立西南中学校 金管 五重奏 12:31
24 岩手県立花北青雲高等学校 フルート 三重奏 17:15
25 岩手県立花巻南高等学校 フルート 三重奏 17:21 24 花巻市立大迫中学校 金管 五重奏 13:27
26 岩手県立花巻北高等学校 フルート 三重奏 17:27 25 花巻市立花巻中学校 金管 五重奏 13:33

閉　　会　　式 18:00 26 遠野市立遠野東中学校 金管 五重奏 13:39
27 花巻市立西南中学校 金管 四重奏 13:45
28 花巻市立湯口中学校 金管 三重奏 13:51
29 花巻市立東和中学校 金管 三重奏 13:57
30 花巻市立宮野目中学校 管楽 六重奏 14:03
31 花巻市立矢沢中学校 木弦 六重奏 14:09
32 花巻市立花巻中学校 木管 六重奏 14:15
33 花巻市立花巻北中学校 木管 六重奏 14:21
34 遠野市立遠野東中学校 木管 六重奏 14:27
35 花巻市立南城中学校 木管 五重奏 14:33
36 花巻市立大迫中学校 木管 五重奏 14:39
37 花巻市立東和中学校 木管 五重奏 14:45
38 花巻市立湯口中学校 木管 三重奏 14:51

39 遠野市立遠野東中学校 サクソフォン 四重奏 15:07
40 花巻市立花巻中学校 サクソフォン 三重奏 15:13
41 花巻市立東和中学校 サクソフォン 三重奏 15:19
42 花巻市立西南中学校 クラリネット 五重奏 15:25
43 花巻市立矢沢中学校 クラリネット 四重奏 15:31
44 花巻市立矢沢中学校 クラリネット 三重奏 15:34
45 花巻市立矢沢中学校 フルート 四重奏 15:40
46 花巻シンフォニックバンド 管打 八重奏 15:46
47 Ｔｒｅｓａｌｌｉｒ　Low　Brass　Buddies バリ・チューバ 四重奏 15:52
48 花巻シンフォニックバンド サックス 四重奏 15:58
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