
1111 浜松市立北部中学校 打楽器 三重奏 銀

2222 静岡市立東豊田中学校 打楽器 四重奏 金

3333 静岡市立豊田中学校 打楽器 五重奏 銀

4444 浜松市立与進中学校 打楽器 五重奏 銀

5555 浜松市立開成中学校 打楽器 五重奏 金 ★★★★

6666 富士宮市立富士根南中学校 打楽器 六重奏 銀

7777 伊豆の国市立韮山中学校 打楽器 六重奏 銅

8888 静岡市立大里中学校 打楽器 七重奏 金

9999 函南町立函南中学校 打楽器 七重奏 銀

10101010 富士市立元吉原中学校 金管 六重奏 銅

11111111 静岡市立高松中学校 金管 七重奏 銅

12121212 島田市立島田第二中学校 金管 八重奏 銅

13131313 浜松市立開成中学校 金管 八重奏 金 ☆☆☆☆

14141414 三島市立三島北中学校 金管 八重奏 銅

15151515 静岡市立清水第二中学校 金管 八重奏 銅

16161616 浜松市立高台中学校 金管 八重奏 銀

17171717 沼津市立第五中学校 金管 八重奏 銀

18181818 静岡市立服織中学校 金管 八重奏 銅

19191919 静岡県立浜松西高等学校中等部 金管 八重奏 金 ★★★★

20202020 長泉町立長泉中学校 金管 八重奏 銀

21212121 静岡市立清水第五中学校 金管 八重奏 金

22222222 浜松市立南部中学校 金管 八重奏 金

23232323 沼津市立沼津高等学校中等部 金管 八重奏 銅

24242424 静岡市立東豊田中学校 金管 八重奏 銀

25252525 静岡市立大里中学校 金管 八重奏 銀

26262626 静岡市立長田西中学校 金管 八重奏 金 ★★★★

27272727 静岡市立豊田中学校 金管 八重奏 銀

28282828 富士市立吉原北中学校 サクソフォン 三重奏 銅

29292929 浜松市立富塚中学校 サクソフォン 四重奏 銀

30303030 長泉町立長泉中学校 サクソフォン 四重奏 銅

31313131 浜松市立曳馬中学校 サクソフォン 四重奏 金

32323232 御殿場市立南中学校 サクソフォン 四重奏 銀

33333333 沼津市立第五中学校 サクソフォン 四重奏 金

34343434 静岡市立東豊田中学校 サクソフォン 五重奏 金 ★★★★

35353535 伊豆の国市立韮山中学校 サクソフォン 五重奏 金

36363636 沼津市立第一中学校 サクソフォン 五重奏 銀

37373737 静岡市立清水第二中学校 フルート 三重奏 銀

38383838 浜松市立北星中学校 フルート 四重奏 銀

39393939 静岡県立浜松西高等学校中等部 フルート 四重奏 銀

40404040 静岡市立清水第二中学校 クラリネット 四重奏 銅

41414141 浜松市立篠原中学校 クラリネット 四重奏 金

42424242 浜松市立佐鳴台中学校 クラリネット 四重奏 金
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43434343 静岡市立清水第五中学校 クラリネット 五重奏 銅

44444444 浜松市立富塚中学校 クラリネット 五重奏 銀

45454545 浜松市立積志中学校 クラリネット 五重奏 銀

46464646 浜松市立高台中学校 クラリネット 五重奏 金

47474747 静岡市立大里中学校 クラリネット 六重奏 銀

48484848 浜松市立北星中学校 クラリネット 六重奏 銀

49494949 静岡市立安東中学校 クラリネット 六重奏 銀

50505050 浜松市立南陽中学校 クラリネット 八重奏 銀

51515151 函南町立函南中学校 クラリネット 八重奏 銅

52525252 浜松市立曳馬中学校 クラリネット 八重奏 銀

53535353 富士宮市立富士根南中学校 クラリネット 八重奏 銀

54545454 富士市立富士中学校 クラリネット 八重奏 銅

55555555 静岡市立長田西中学校 木管 五重奏 金

56565656 静岡市立大里中学校 混成 七重奏 銀

57575757 浜松市立南部中学校 混成 七重奏 金

58585858 沼津市立第五中学校 混成 七重奏 金

59595959 伊豆の国市立大仁中学校 混成 七重奏 金

60606060 沼津市立第五中学校 混成 八重奏 銀

代表 …… ★
朝日賞 …… ☆
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