
№ 1 　　　

出
演 団　体　名 編成 賞
順

1 浜松市立高台中学校 フルート三重奏 金賞

2 浜松市立北部中学校 フルート三重奏 銅賞

3 浜松市立江南中学校 フルート三重奏 銅賞

4 浜松市立北浜東部中学校 フルート三重奏 銀賞

5 掛川市立東中学校 フルート三重奏 銅賞

6 磐田市立福田中学校 フルート三重奏 銀賞

7 浜松市立八幡中学校 フルート三重奏 金賞

8 袋井市立周南中学校 フルート六重奏 金賞

9 浜松市立蜆塚中学校 クラリネット三重奏 銀賞

10 浜松市立庄内中学校 クラリネット四重奏 棄権

11 湖西市立湖西中学校 クラリネット四重奏 銅賞

12 浜松市立丸塚中学校 クラリネット四重奏 銀賞

13 浜松市立北浜東部中学校 クラリネット四重奏 棄権

14 湖西市立鷲津中学校 クラリネット五重奏 金賞

15 菊川市立岳洋中学校 クラリネット五重奏 銅賞

16 浜松市立天竜中学校 クラリネット五重奏 金賞 代表

17 浜松市立細江中学校 クラリネット五重奏 銅賞

18 浜松市立南部中学校 クラリネット五重奏 金賞

19 浜松市立高台中学校 クラリネット六重奏 銀賞

20 袋井市立周南中学校 クラリネット六重奏 銀賞

21 磐田市立城山中学校 クラリネット七重奏 銀賞

22 浜松市立湖東中学校 クラリネット八重奏 金賞

23 浜松市立中部中学校 木管三重奏 銅賞

24 磐田市立豊田南中学校 木管三重奏 金賞

25 浜松市立東陽中学校 木管四重奏 銀賞

26 浜松市立清竜中学校 木管六重奏 銅賞

27 浜松市立可美中学校 木管六重奏 銅賞

28 浜松市立北部中学校 木管七重奏 銀賞

29 磐田市立豊岡中学校 木管七重奏 銀賞

30 磐田市立神明中学校 木管七重奏 銅賞

31 掛川市立城東中学校 木管八重奏 銅賞

32 掛川市立大須賀中学校 木管八重奏 銀賞

33 浜松市立開成中学校 木管八重奏 金賞 代表

34 浜松市立中郡中学校 木管八重奏 金賞 代表

35 浜松市立西部中学校 木管八重奏 銀賞

36 浜松市立八幡中学校 サクソフォン三重奏 金賞 代表

37 湖西市立岡崎中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

38 湖西市立鷲津中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

39 浜松市立三ヶ日中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

40 浜松市立南部中学校 サクソフォン四重奏 金賞

41 浜松市立天竜中学校 サクソフォン四重奏 金賞

42 磐田市立南部中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

43 掛川市立東中学校 サクソフォン五重奏 金賞

44 磐田市立城山中学校 サクソフォン五重奏 金賞

45 浜松市立湖東中学校 サクソフォン六重奏 金賞

46 浜松市立北浜東部中学校 混成八重奏 銀賞

47 浜松市立笠井中学校 混成八重奏 銅賞

48 浜松市立江南中学校 金管三重奏 銀賞

49 浜松市立丸塚中学校 金管四重奏 銅賞

50 浜松市立庄内中学校 金管四重奏 銅賞

51 浜松市立湖東中学校 ホルン四重奏 銀賞

52 浜松市立笠井中学校 金管五重奏 銅賞
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53 磐田市立豊田南中学校 金管五重奏 銅賞

54 浜松市立丸塚中学校 金管五重奏 銀賞

55 磐田市立神明中学校 金管六重奏 銅賞

56 浜松市立東陽中学校 金管六重奏 銀賞

57 湖西市立岡崎中学校 金管六重奏 銀賞

58 浜松市立中郡中学校 金管七重奏 銀賞

59 浜松市立蜆塚中学校 金管七重奏 銀賞

60 浜松市立三ヶ日中学校 金管七重奏 金賞

61 静大附属浜松中学校 金管七重奏 銅賞

62 浜松市立清竜中学校 金管七重奏 銅賞

63 浜松市立開成中学校(B) 金管八重奏 金賞 代表

64 浜松市立天竜中学校 金管八重奏 金賞 代表

65 磐田市立福田中学校 金管八重奏 銀賞

66 浜松市立北部中学校 金管八重奏 銅賞

67 浜松市立可美中学校 金管八重奏 銅賞

68 袋井市立周南中学校 金管八重奏 銀賞

69 磐田市立南部中学校 金管八重奏 銅賞

70 浜松市立開成中学校(A) 金管八重奏 金賞 代表

71 磐田市立豊岡中学校 金管八重奏 銀賞

72 浜松市立細江中学校 金管八重奏 銅賞

73 掛川市立城東中学校 金管八重奏 銅賞

74 浜松市立高台中学校 金管八重奏 金賞

75 浜松市立西部中学校 金管八重奏 銅賞

76 湖西市立鷲津中学校 金管八重奏 銀賞

77 湖西市立湖西中学校 金管八重奏 銅賞

78 浜松市立南部中学校 金管八重奏 金賞

79 掛川市立大須賀中学校 金管八重奏 銀賞

80 磐田市立城山中学校 金管八重奏 銀賞

81 菊川市立岳洋中学校 金管八重奏 銅賞

82 浜松市立麁玉中学校 フルート三重奏 銅賞

83 浜松市立北浜中学校 フルート三重奏 銀賞

84 磐田市立豊田中学校 フルート三重奏 銀賞

85 浜松市立曳馬中学校 フルート三重奏 棄権

86 浜松市立北星中学校 フルート三重奏 金賞 代表

87 浜松市立浜名中学校 フルート三重奏 金賞 代表

88 浜松市立浜北北部中学校 フルート三重奏 銀賞

89 袋井市立浅羽中学校 フルート三重奏 銀賞

90 浜松市立南陽中学校 フルート四重奏 銀賞

91 御前崎市立浜岡中学校 フルート四重奏 銅賞

92 磐田市立竜洋中学校 クラリネット三重奏 銅賞

93 浜松市立江西中学校 クラリネット三重奏 銀賞

94 浜松市立曳馬中学校 クラリネット四重奏 金賞

95 浜松西高等学校中等部 クラリネット四重奏 金賞 代表

96 浜松市立浜北北部中学校 クラリネット四重奏 金賞

97 浜松市立浜名中学校 クラリネット四重奏 棄権

98 浜松市立北浜中学校 クラリネット四重奏 金賞

99 浜松市立麁玉中学校 クラリネット四重奏 銀賞

100 浜松市立三方原中学校 クラリネット五重奏 銀賞

101 浜松市立東部中学校 クラリネット五重奏 銀賞

102 御前崎市立浜岡中学校 クラリネット五重奏 銅賞

103 浜松市立北星中学校 クラリネット六重奏 金賞

104 浜松市立篠原中学校 クラリネット八重奏 銀賞

105 浜松市立南陽中学校 クラリネット八重奏 金賞 代表
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106 浜松西高等学校中等部 木管三重奏 金賞 代表

107 浜松市立富塚中学校 木管八重奏 金賞 代表

108 浜松市立与進中学校 木管八重奏 金賞

109 浜松市立積志中学校 木管八重奏 銀賞

110 浜松市立入野中学校 木管八重奏 銀賞

111 磐田市立豊田中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

112 浜松市立曳馬中学校 サクソフォン三重奏 金賞

113 浜松市立江西中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

114 袋井市立浅羽中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

115 浜松市立北浜中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

116 浜松市立東部中学校 サクソフォン三重奏 金賞

117 浜松市立浜名中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

118 浜松市立三方原中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

119 浜松市立入野中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

120 浜松市立篠原中学校 サクソフォン四重奏 金賞

121 浜松市立南陽中学校 サクソフォン四重奏 金賞 代表

122 浜松市立北星中学校 サクソフォン四重奏 金賞

123 御前崎市立浜岡中学校 サクソフォン六重奏 銅賞

124 磐田市立竜洋中学校 混成五重奏 銅賞

125 浜松市立光が丘中学校 混成六重奏 銅賞

126 湖西市立白須賀中学校 混成七重奏 銅賞

127 浜松市立新津中学校(B) 混成八重奏 銅賞

128 浜松市立佐鳴台中学校 混成八重奏 金賞

129 浜松市立新津中学校(A) 混成八重奏 銀賞

130 浜松西高等学校中等部 金管四重奏 銀賞

131 浜松市立浜北北部中学校 金管五重奏 銅賞

132 浜松市立江西中学校 金管六重奏 銅賞

133 浜松市立三方原中学校 金管七重奏 銀賞

134 浜松市立麁玉中学校 金管八重奏 銀賞

135 浜松市立曳馬中学校 金管八重奏 銀賞

136 袋井市立浅羽中学校 金管八重奏 銀賞

137 浜松市立佐鳴台中学校 金管八重奏 銀賞

138 浜松市立与進中学校 金管八重奏 銀賞

139 浜松市立富塚中学校 金管八重奏 銀賞

140 磐田市立向陽中学校 金管八重奏 銅賞

141 磐田市立竜洋中学校 金管八重奏 銅賞

142 浜松市立北星中学校 金管八重奏 金賞

143 浜松市立南陽中学校 金管八重奏 金賞 代表

144 浜松市立東部中学校 金管八重奏 銀賞

145 浜松市立篠原中学校 金管八重奏 金賞

146 浜松市立浜名中学校 金管八重奏 銀賞

147 浜松市立入野中学校 金管八重奏 金賞 代表

148 浜松西高等学校中等部 金管八重奏 金賞 代表

149 御前崎市立浜岡中学校 金管八重奏 棄権

150 浜松市立積志中学校 金管八重奏 銀賞

平成28年12月25,26日　浜北文化センター　大ホール
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中学校西部地区大会　打楽器の部

出
演 団　体　名 編成 賞
順
1 浜松市立西部中学校 打楽器三重奏 銀賞
2 浜松市立北浜東部中学校 打楽器三重奏 金賞
3 浜松市立浜北北部中学校 打楽器三重奏 銅賞
4 磐田市立神明中学校 打楽器三重奏 銀賞
5 浜松市立東陽中学校 打楽器三重奏 銅賞
6 磐田市立福田中学校 打楽器三重奏 銅賞
7 磐田市立南部中学校 打楽器三重奏 銀賞
8 浜松市立麁玉中学校 打楽器三重奏 金賞
9 浜松市立南部中学校 打楽器三重奏 金賞
10 湖西市立湖西中学校 打楽器三重奏 銀賞
11 浜松市立北部中学校 打楽器三重奏 銅賞
12 浜松市立中郡中学校 打楽器三重奏 銀賞
13 浜松市立篠原中学校 打楽器三重奏 銀賞
14 浜松市立清竜中学校 打楽器三重奏 棄権
15 磐田市立豊田南中学校 打楽器三重奏 金賞
16 浜松市立江南中学校 打楽器三重奏 銀賞
17 掛川市立大須賀中学校 打楽器三重奏 銀賞
18 浜松市立笠井中学校 打楽器三重奏 銅賞
19 浜松市立蜆塚中学校 打楽器三重奏 銀賞
20 浜松市立三ヶ日中学校 打楽器四重奏 銀賞
21 磐田市立城山中学校 打楽器四重奏 金賞
22 浜松市立三方原中学校 打楽器四重奏 銀賞
23 浜松市立富塚中学校 打楽器四重奏 金賞
24 浜松市立可美中学校 打楽器四重奏 銅賞
25 静大附属浜松中学校 打楽器四重奏 銅賞
26 磐田市立豊岡中学校 打楽器四重奏 銀賞
27 浜松市立丸塚中学校 打楽器四重奏 銀賞
28 湖西市立岡崎中学校 打楽器四重奏 銅賞
29 浜松市立高台中学校 打楽器四重奏 金賞
30 浜松市立天竜中学校 打楽器四重奏 金賞
31 浜松市立庄内中学校 打楽器四重奏 銀賞
32 掛川市立城東中学校 打楽器四重奏 銅賞
33 浜松市立八幡中学校 打楽器四重奏 金賞
34 浜松市立細江中学校 打楽器四重奏 銅賞
35 湖西市立鷲津中学校 打楽器五重奏 銀賞
36 菊川市立岳洋中学校 打楽器五重奏 銀賞
37 浜松市立開成中学校 打楽器五重奏 金賞 代表
38 掛川市立東中学校 打楽器五重奏 銀賞
39 袋井市立袋井南中学校 打楽器六重奏 棄権
40 袋井市立周南中学校 打楽器六重奏 金賞 代表
41 浜松市立湖東中学校 打楽器八重奏 金賞 代表

平成28年12月25日　浜北文化センター小ホール



No. 団体名 編成 賞 代表 No. 団体名 編成 賞 代表

1 静岡市立安東中学校 打楽器三重奏 銅 59 静岡市立清水第二中学校 金管五重奏 銀

2 静岡市立東中学校 打楽器三重奏 銀 60 静岡市立末広中学校 金管五重奏 銀

3 静岡市立清水興津中学校 打楽器三重奏 銅 61 静岡市立清水飯田中学校 金管五重奏 銀

4 藤枝市立藤枝中学校 打楽器三重奏 銀 62 牧之原市立榛原中学校 金管六重奏 銀

5 静岡市立南中学校 打楽器三重奏 銀 63 藤枝市立藤枝中学校 金管六重奏 銅

6 静岡市立清水飯田中学校 打楽器三重奏 銀 64 静岡市立中島中学校 金管七重奏 銅

7 静岡市立城山中学校 打楽器三重奏 金 〇 65 静岡市立蒲原中学校 金管八重奏 銀

8 静岡市立蒲原中学校 打楽器四重奏 銅 66 静岡市立清水興津中学校 金管八重奏 銅

9 静岡市立豊田中学校 打楽器四重奏 銀 67 静岡市立西奈中学校 金管八重奏 銀

10 静岡市立清水第八中学校 打楽器四重奏 銀 68 静岡市立清水第四中学校 金管八重奏 銅

11 静岡市立長田西中学校 打楽器五重奏 銀 69 静岡市立清水第五中学校 金管八重奏 銀

12 静岡市立清水第六中学校 打楽器七重奏 銀 70 島田市立島田第二中学校 金管八重奏 銀

13 静岡市立東豊田中学校 打楽器七重奏 金 〇 71 静岡市立清水第二中学校 金管八重奏 銀

14 静岡市立大里中学校 打楽器八重奏 銀 72 静岡市立南中学校 金管八重奏 銀

15 静岡市立清水第七中学校 打楽器八重奏 金 ◎ 73 静岡市立城内中学校 金管八重奏 銀

16 静岡市立清水飯田中学校 サクソフォン三重奏 銀 74 静岡市立美和中学校 金管八重奏 銀

17 静岡市立竜爪中学校 サクソフォン三重奏 銅 75 静岡市立高松中学校 金管八重奏 銀

18 静岡市立安東中学校 サクソフォン四重奏 銀 76 静岡市立竜爪中学校 金管八重奏 金 ○

19 静岡市立西奈中学校 サクソフォン四重奏 銀 77 静岡市立服織中学校 金管八重奏 金 ○

20 静岡市立清水第四中学校 サクソフォン四重奏 銀 78 静岡市立豊田中学校 金管八重奏 金 ○

21 牧之原市立榛原中学校 サクソフォン四重奏 銀 79 島田市立六合中学校 金管八重奏 金 ○

22 島田市立島田第二中学校 サクソフォン四重奏 銀 80 静岡市立城山中学校 金管八重奏 銀

23 静岡市立城内中学校 サクソフォン四重奏 銀 81 静岡市立清水第六中学校 金管八重奏 銀

24 静岡市立大里中学校 サクソフォン四重奏 金 〇 82 静岡市立東豊田中学校 金管八重奏 金 ○

25 島田市立六合中学校 サクソフォン四重奏 銀 83 静岡市立清水袖師中学校 金管八重奏 金 ○

26 静岡市立清水袖師中学校 サクソフォン四重奏 銀 84 静岡市立清水第七中学校 金管八重奏 金 ○

27 静岡市立清水第七中学校 サクソフォン四重奏 金 ◎ 85 静岡市立安東中学校 フルート三重奏 銀

28 静岡市立蒲原中学校 サクソフォン五重奏 銀 86 静岡雙葉中学校 フルート三重奏 銀

29 静岡市立南中学校 サクソフォン五重奏 銅 87 静岡市立城内中学校 フルート三重奏 銅

30 静岡市立末広中学校 サクソフォン五重奏 銀 88 静岡市立末広中学校 フルート三重奏 銀

31 静岡市立美和中学校 サクソフォン五重奏 銅 89 静岡市立美和中学校 フルート三重奏 銀

32 静岡市立服織中学校 サクソフォン五重奏 銀 90 静岡市立服織中学校 フルート三重奏 銀

33 静岡市立東豊田中学校 サクソフォン五重奏 金 ○ 91 静岡市立東中学校 フルート四重奏 銀

34 静岡市立東中学校 サクソフォン六重奏 銀 92 島田市立島田第二中学校 フルート四重奏 銀

35 静岡市立長田西中学校 サクソフォン六重奏 金 〇 93 静岡市立西奈中学校 フルート四重奏 銀

36 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部木管三重奏 銅 94 牧之原市立榛原中学校 フルート四重奏 金 ○

37 静岡市立清水興津中学校 木管五重奏 銅 95 島田市立六合中学校 フルート四重奏 銀

38 静岡市立大里中学校 木管五重奏 銅 96 静岡市立長田西中学校 フルート四重奏 金 ○

39 静岡市立清水第六中学校 木管五重奏 銀 97 静岡市立美和中学校 クラリネット三重奏 銀

40 静岡市立清水袖師中学校 木管五重奏 銅 98 静岡市立東豊田中学校 クラリネット三重奏 銀

41 静岡市立豊田中学校 木管七重奏 銀 99 島田市立島田第二中学校 クラリネット四重奏 銅

42 藤枝市立高洲中学校 木管八重奏 金 ○ 100 牧之原市立榛原中学校 クラリネット四重奏 銀

43 静岡市立安東中学校 混成三重奏 銀 101 静岡市立清水第五中学校 クラリネット四重奏 銀

44 静岡市立清水飯田中学校 混成四重奏 銀 102 静岡市立末広中学校 クラリネット四重奏 銀

45 焼津市立和田中学校 混成六重奏A 銅 103 藤枝市立藤枝中学校 クラリネット四重奏 銀

46 焼津市立和田中学校 混成六重奏B 銅 104 静岡市立竜爪中学校 クラリネット四重奏 銀

47 静岡市立清水第五中学校 混成六重奏 銅 105 島田市立六合中学校 クラリネット四重奏 銀

48 静岡市立安倍川中学校 混成七重奏 銅 106 静岡市立西奈中学校 クラリネット五重奏 銀

49 静岡市立城山中学校 混成七重奏 銀 107 静岡市立城内中学校 クラリネット五重奏 銀

50 静岡市立安倍川中学校 混成八重奏A 銀 108 静岡市立城山中学校 クラリネット五重奏 銀

51 藤枝市立藤枝中学校 混成八重奏 銀 109 静岡市立東中学校 クラリネット六重奏 金 〇

52 静岡市立中島中学校 混成八重奏 銅 110 静岡市立服織中学校 クラリネット六重奏 銅

53 藤枝市立高洲中学校 混成八重奏 金 ○ 111 静岡市立清水第二中学校 クラリネット七重奏 銀

54 静岡市立清水第八中学校 混成八重奏 銀 112 静岡市立長田西中学校 クラリネット七重奏 銀

55 静岡市立安倍川中学校 混成八重奏B 銀 113 静岡市立大里中学校 クラリネット八重奏 銀

56 静岡市立竜爪中学校 ホルン三重奏 銀 114 静岡市立南中学校 クラリネット八重奏 銀

57 焼津市立和田中学校 金管五重奏 銅 115 静岡市立清水第七中学校 クラリネット八重奏 金 ○

58 静岡市立清水第四中学校 金管五重奏 銅 ○…代表 ◎…グランプリ

第50回 静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト
中部地区大会　中学校の部

平成28年12月24日（土）25日（日）焼津文化会館



第50回 静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト 中学校の部　結果速報

No. 団　体　名 編　成 賞 代表

1 伊東市立北中学校 打楽器 三重奏 銀

2 静岡市立城山中学校 打楽器 三重奏 銀

3 浜松市立開成中学校 打楽器 五重奏 金

4 袋井市立周南中学校 打楽器 六重奏 銀

5 長泉町立長泉中学校 打楽器 七重奏 銀

6 静岡市立東豊田中学校 打楽器 七重奏 銀

7 沼津市立第五中学校 打楽器 七重奏 金

8 静岡市立清水第七中学校 打楽器 八重奏 銀

9 浜松市立湖東中学校 打楽器 八重奏 金

10 浜松市立浜名中学校 フルート 三重奏 銀

11 浜松市立北星中学校 フルート 三重奏 銀

12 牧之原市立榛原中学校 フルート 四重奏 銅

13 静岡市立長田西中学校 フルート 四重奏 銀

14 長泉町立長泉中学校 フルート 五重奏 銀

15 県立浜松西高等学校中等部 クラリネット 四重奏 銀

16 浜松市立天竜中学校 クラリネット 五重奏 銀

17 静岡市立東中学校 クラリネット 六重奏 銅

18 清水町立清水中学校 クラリネット 七重奏 銅

19 長泉町立長泉中学校 クラリネット 七重奏 金 ★

20 長泉町立北中学校 クラリネット 七重奏 銀

21 沼津市立第五中学校 クラリネット 八重奏 銀

22 静岡市立清水第七中学校 クラリネット 八重奏 銀

23 浜松市立南陽中学校 クラリネット 八重奏 銀

24 浜松市立八幡中学校 サクソフォン 三重奏 銀

25 富士宮市立大富士中学校 サクソフォン 四重奏 銅

26 静岡市立大里中学校 サクソフォン 四重奏 銀

27 浜松市立南陽中学校 サクソフォン 四重奏 金

28 富士市立元吉原中学校 サクソフォン 四重奏 銀

29 静岡市立清水第七中学校 サクソフォン 四重奏 金

30 富士市立富士中学校 サクソフォン 四重奏 銀

31 函南町立東中学校 サクソフォン 四重奏 銀

32 富士市立富士南中学校 サクソフォン 四重奏 銀

33 富士宮市立富士宮第四中学校 サクソフォン 四重奏 銅

34 長泉町立北中学校 サクソフォン 五重奏 銀

35 静岡市立東豊田中学校 サクソフォン 五重奏 金 ★☆

36 裾野市立東中学校 サクソフォン 五重奏 銀

37 静岡市立長田西中学校 サクソフォン 六重奏 金

38 県立浜松西高等学校中等部 木管 三重奏 金

39 藤枝市立高洲中学校 木管 八重奏 金

40 浜松市立富塚中学校 木管 八重奏 銀

41 浜松市立中郡中学校 木管 八重奏 銀

42 浜松市立開成中学校 木管 八重奏 金



43 藤枝市立高洲中学校 混成 八重奏 銀

44 沼津市立第四中学校 金管 五重奏 銅

45 函南町立東中学校 金管 八重奏 銅

46 静岡市立清水袖師中学校 金管 八重奏 銅

47 浜松市立入野中学校 金管 八重奏 金

48 長泉町立長泉中学校 金管 八重奏 銀

49 静岡市立服織中学校 金管 八重奏 銀

50 県立浜松西高等学校中等部 金管 八重奏 金

51 御殿場市立南中学校 金管 八重奏 銅

52 静岡市立豊田中学校 金管 八重奏 銅

53 浜松市立天竜中学校 金管 八重奏 金 ★

54 静岡市立竜爪中学校 金管 八重奏 銅

55 浜松市立南陽中学校 金管 八重奏 金 ★

56 静岡市立東豊田中学校 金管 八重奏 銀

57 浜松市立開成中学校 金管 八重奏B 金

58 島田市立六合中学校 金管 八重奏 銅

59 浜松市立開成中学校 金管 八重奏A 金 ★

60 静岡市立清水第七中学校 金管 八重奏 金

代表 …… ★
朝日賞 …… ☆

平成29年1月22日（日）静岡市清水文化会館マリナート 大ホール







第50回静岡県管打楽器ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ中部地区大会　高等学校の部　審査集計
No 団　　体　　名 編成 賞 代表

1 藤枝明誠高等学校 打楽器三重奏 銀
2 静岡学園高等学校 打楽器四重奏 銀
3 県立静岡城北高等学校 打楽器四重奏 金 ◯
4 県立榛原高等学校 打楽器四重奏 　銅　
5 県立静岡高等学校 打楽器四重奏 銅　
6 県立藤枝東高等学校 打楽器五重奏 銀
7 静岡市立高等学校 打楽器五重奏 金 ◯
8 県立清水東高等学校 打楽器五重奏 銀
9 県立焼津中央高等学校 打楽器六重奏 金 ◯
10 県立島田高等学校 打楽器七重奏 金
11 静岡市立清水桜が丘高等学校 打楽器七重奏 金 ◯
12 県立島田高等学校 フルート三重奏 銅　
13 県立藤枝西高等学校 フルート三重奏 銅　
14 静岡雙葉高等学校 フルート三重奏 金 ◯
15 東海大学付属静岡翔洋高等学校 クラリネット三重奏 金 ◯
16 県立島田高等学校 クラリネット四重奏 銅　
17 県立藤枝西高等学校 クラリネット四重奏 銀
18 県立静岡城北高等学校 クラリネット五重奏 銀
19 県立島田商業高等学校 クラリネット五重奏 金 ◯
20 県立静岡高等学校 クラリネット六重奏 銀
21 県立静岡東高等学校 クラリネット七重奏 金 ◯
22 県立藤枝東高等学校 サクソフォン四重奏 銀
23 県立焼津中央高等学校 サクソフォン四重奏 金 ◯
24 東海大学付属静岡翔洋高等学校 サクソフォン四重奏 銅　
25 県立清水東高等学校 サクソフォン四重奏 金 ◯
26 県立静岡東高等学校 サクソフォン六重奏 金 ◯
27 静岡市立高等学校 サクソフォン六重奏 銅　
28 静岡市立清水桜が丘高等学校 サクソフォン六重奏 金 ◯
29 静岡学園高等学校 木管三重奏 金 ◯
30 県立金谷高等学校 木管五重奏 銅　
31 藤枝明誠高等学校 木管六重奏 銀
32 県立駿河総合高等学校 木管七重奏 銅　
33 県立榛原高等学校 木管八重奏 金 ◯
34 県立島田商業高等学校 木管八重奏 金 ◯
35 県立静岡農業高等学校 木管八重奏 金 ◯
36 県立焼津水産高等学校 混成四重奏 銅　
37 県立焼津水産高等学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏 銅　
38 県立金谷高等学校 金管四重奏 銅　
39 県立駿河総合高等学校 金管五重奏 銅　
40 県立藤枝東高等学校 金管八重奏 銅　
41 県立静岡城北高等学校 金管八重奏 銀
42 県立島田商業高等学校 金管八重奏 金 ◯
43 藤枝明誠高等学校 金管八重奏 銀
44 県立焼津中央高等学校 金管八重奏 金 ◯
45 県立静岡東高等学校 金管八重奏 金 ◯
46 静岡市立清水桜が丘高等学校 金管八重奏 金 ◯



1 掛川工業 打楽器三重奏 銀 41 佐久間 混成五重奏 銅

2 開誠館 サクソフォン三重奏 銅 42 浜松大平台 金管八重奏 銅

3 湖西 サクソフォン三重奏 銅 43 掛川西 サクソフォン四重奏 銀

4 浜松南 サクソフォン四重奏 銀 44 浜北西 フルート四重奏 銀

5 浜松海の星 フルート三重奏 金 ○ 45 遠江総合 クラリネット三重奏 銅

6 浜松湖東 クラリネット八重奏 金 ○ 46 遠江総合 サクソフォン三重奏 銅

7 袋井 混成八重奏 銀 47 掛川西 木管四重奏 金 ○

8 浜松商業 クラリネット四重奏 金 ○ 48 新居 金管七重奏 銅

9 浜松北 木管五重奏 銀 49 浜北西 金管八重奏 金 ○

10 浜松海の星 金管八重奏 金 ○ 50 オイスカ 金管八重奏 銅

11 掛川東 クラリネット五重奏 銅 51 浜松西 サクソフォン四重奏 金 ○

12 浜松湖北 混成六重奏 銅 52 掛川東 サクソフォン四重奏 銀

13 袋井 打楽器四重奏 辞退 53 浜松南 打楽器五重奏 金 ○

14 オイスカ 打楽器三重奏 銀 54 磐田南 打楽器四重奏 銀

15 磐田西 クラリネット三重奏 銅 55 浜松商業 フルート四重奏 銀

16 浜名 フルート五重奏 銀 56 浜松湖北 混成六重奏 銅

17 浜松東 金管八重奏 銅 57 浜松湖南 サクソフォン四重奏 銀

18 掛川西 クラリネット八重奏 銀 58 浜松海の星 サクソフォン四重奏 金 ○

19 浜松北 サクソフォン四重奏 金 ○ 59 浜松湖東 サクソフォン八重奏 銀

20 掛川工業 混成三重奏 銅 60 磐田南 金管八重奏 銀

21 浜松学芸 金管八重奏 金 ○ 61 小笠 混成八重奏 銅

22 掛川東 金管七重奏 銅 62 浜松工業 サクソフォン四重奏 銅

23 磐田南 サクソフォン五重奏 銀 63 浜松大平台 混成五重奏 銅

24 浜松湖南 クラリネット八重奏 金 ○ 64 浜名 金管八重奏 銀

25 新居 混成六重奏 銅 65 浜松西 クラリネット八重奏 金 ○

26 磐田北 サクソフォン四重奏 銀 66 浜松東 混成八重奏 銅

27 浜北西 打楽器六重奏 金 ○

28 小笠 打楽器三重奏 銅

29 湖西 クラリネット三重奏 銅

30 磐田西 サクソフォン四重奏 銅

31 浜名 クラリネット八重奏 金 ○

32 浜松学芸 混成八重奏 金 ○

33 浜松湖東 金管八重奏 金 ○

34 浜松北 クラリネット八重奏 金 ○

35 浜松修学舎 金管五重奏 銅

36 浜松商業 金管八重奏 金 ○

37 浜松南 フルート四重奏 銀

38 磐田北 金管八重奏 銅

39 浜松湖南 フルート四重奏 銀

40 浜松西 打楽器五重奏 金 ○

代
表

第50回静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト西部地区大会高等学校の部
Ｈ29．１．9　森町文化会館ミキホール

賞
代
表

出
演
順

学校名 編成 賞
出
演
順

学校名 編成



静岡市清水文化会館マリナート大ホール 2017.1.28(土)

　　　　　団体名 　　　　　編成 賞 代表
1 静岡県立伊豆中央高等学校 打楽器三重奏 銀
2 静岡県立静岡城北高等学校 打楽器四重奏 銅
3 静岡県立伊東高等学校 打楽器五重奏 銀
4 静岡市立高等学校 打楽器五重奏 銅
5 静岡県立浜松南高等学校 打楽器五重奏 金
6 静岡県立浜松西高等学校 打楽器五重奏 銅
7 富士市立高等学校 打楽器六重奏 銅
8 静岡県立焼津中央高等学校 打楽器六重奏 銀
9 静岡県立浜北西高等学校 打楽器六重奏 金
10 静岡県立沼津西高等学校 打楽器六重奏 銅
11 静岡市立清水桜が丘高等学校 打楽器七重奏 銀
12 静岡雙葉高等学校 フルート三重奏 銅
13 浜松海の星高等学校 フルート三重奏 金
14 桐陽高等学校 フルート四重奏 銅
15 静岡県立富士高等学校 フルート四重奏 銅
16 静岡県立沼津東高等学校 フルート四重奏 銀
17 静岡県立伊豆中央高等学校 フルート四重奏 銅
18 東海大学付属静岡翔洋高等学校 クラリネット三重奏 銅
19 沼津市立沼津高等学校 クラリネット四重奏 銅
20 静岡県立浜松商業高等学校 クラリネット四重奏 辞退
21 静岡県立島田商業高等学校 クラリネット五重奏 銀
22 静岡県立伊豆中央高等学校 クラリネット七重奏 銅
23 静岡県立静岡東高等学校 クラリネット七重奏 銅
24 静岡県立浜松湖東高等学校 クラリネット八重奏 銀
25 静岡県立浜松西高等学校 クラリネット八重奏 金 ○
26 静岡県立浜名高等学校 クラリネット八重奏 金
27 静岡県立浜松湖南高等学校 クラリネット八重奏 金
28 静岡県立浜松北高等学校 クラリネット八重奏 金
29 静岡学園高等学校 木管三重奏 銅
30 静岡県立掛川西高等学校 木管四重奏 金
31 知徳高等学校 木管八重奏 銀
32 静岡県立島田商業高等学校 木管八重奏 銅
33 浜松学芸中学校・高等学校 木管八重奏 銅
34 静岡県立小山高等学校 木管八重奏 銀
35 静岡県立榛原高等学校 木管八重奏 銅
36 静岡県立富士高等学校 木管八重奏 銅
37 静岡県立静岡農業高等学校 木管八重奏 銅
38 静岡県立沼津東高等学校 サクソフォン四重奏 銀
39 静岡県立清水東高等学校 サクソフォン四重奏 銀
40 静岡県立浜松北高等学校 サクソフォン四重奏 金
41 富士市立高等学校 サクソフォン四重奏 銀
42 静岡県立焼津中央高等学校 サクソフォン四重奏 銀
43 静岡県立浜松西高等学校 サクソフォン四重奏 金
44 浜松海の星高等学校 サクソフォン四重奏 金 ○
45 静岡県立沼津西高等学校 サクソフォン五重奏 銀
46 静岡県立富士高等学校 サクソフォン五重奏 銀
47 静岡県立静岡東高等学校 サクソフォン六重奏 銀
48 静岡市立清水桜が丘高等学校 サクソフォン六重奏 金
49 富士市立高等学校 金管八重奏 銅
50 静岡県立島田商業高等学校 金管八重奏 銅
51 静岡県立浜松湖東高等学校 金管八重奏 金
52 静岡県立伊東高等学校 金管八重奏 銅
53 静岡県立静岡東高等学校 金管八重奏 銅
54 浜松学芸中学校・高等学校 金管八重奏 金
55 静岡県立沼津東高等学校 金管八重奏 銀
56 静岡市立清水桜が丘高等学校 金管八重奏 金
57 静岡県立浜北西高等学校 金管八重奏 金 ○
58 静岡県立焼津中央高等学校 金管八重奏 銀
59 浜松海の星高等学校 金管八重奏 金 ○
60 静岡県立浜松商業高等学校 金管八重奏 金 ○ 朝日賞

第50回静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト高等学校の部



第１８回管楽器個人・重奏コンテスト静岡県大会　高等学校部門　個人の部

Ｈ２９．２．１１　掛川市文化会館シオーネ

出演順 学校名 演奏者 演奏形態 賞 代表

1 静岡県立沼津東高等学校 川口萌恵子 マリンバ独奏 銀

2 静岡理工科大学星陵中学校･高等学校 髙井佑馬 マリンバ独奏 銅
3 静岡県立沼津工業高等学校 瀨川幸美 マリンバ独奏 銀

4 静岡県立浜松西高等学校 服部太郎 マリンバ独奏 金 ○

5 静岡県富士見高等学校 外川優花 マリンバ独奏 銀

6 静岡県立浜北西高等学校 伊藤蒼馬 打楽器独奏 金

7 静岡県立三島南高等学校 福島早希 打楽器独奏 銅
8 磐田東高等学校 竹原一茂 打楽器独奏 銀

9 静岡県立浜松湖東高等学校 八木優希 打楽器独奏 金

10 藤枝明誠高等学校 髙田真衣 打楽器独奏 金

11 静岡県立島田高等学校 脇坂慧 打楽器独奏 金

12 静岡県立浜松商業高等学校 福島宙泰 クラリネット独奏 銅
13 聖隷クリストファー中・高等学校 山口菜々子 クラリネット独奏 銀

14 知徳高等学校 入澤月 クラリネット独奏 銀

15 静岡県立掛川西高等学校 柴田紗季 クラリネット独奏 銀

16 静岡県立湖西高等学校 染葉瑠優樹 クラリネット独奏 辞退

17 静岡県立浜松工業高等学校 池谷姫花 クラリネット独奏 銀

18 東海大学付属静岡翔洋高等学校 中村水優 クラリネット独奏 失格

19 静岡県立磐田農業高等学校 松下結 フルート独奏 銅
20 静岡県立吉原工業高等学校 幕田竜希 フルート独奏 銅
21 静岡県立静岡城北高等学校 水野響 フルート独奏 銀

22 浜松学芸高等学校 後藤千星 フルート独奏 金

23 静岡県立三島南高等学校 河合陽光 フルート独奏 金

24 静岡県立三島南高等学校 田中野乃華 フルート独奏 銅
25 静岡県立三島南高等学校 谷口夕紀恵 フルート独奏 銀

26 静岡県立韮山高等学校 帷子晴菜 フルート独奏 金

27 静岡市立清水桜が丘高等学校 土持志織 フルート独奏 金 ○

28 知徳高等学校 丸尾愛奈 フルート独奏 銅
29 静岡県立焼津中央高等学校 大池亜美 フルート独奏 銅
30 静岡県立遠江総合高等学校 松浦美緒 フルート独奏 銅
31 静岡県立湖西高等学校 宮崎美花 フルート独奏 銅
32 東海大学付属静岡翔洋高等学校 杉山輝紗 フルート独奏 銅
33 静岡県立静岡高等学校 村上恵太郎 フルート独奏 金 ○

34 静岡県立沼津東高等学校 秋山玲奈 アルトサクソフォン独奏 銀

35 静岡県立浜松工業高等学校 平野愛 アルトサクソフォン独奏 銀

36 静岡市立清水桜が丘高等学校 秋山紗花 アルトサクソフォン独奏 金

37 静岡県立浜松江之島高等学校 鈴木南那 アルトサクソフォン独奏 金

38 知徳高等学校 深沢柚月 アルトサクソフォン独奏 銅
39 浜松開誠館高等学校 奥井杏 アルトサクソフォン独奏 銀

40 静岡県立焼津中央高等学校 金田さくら アルトサクソフォン独奏 金

41 静岡県立浜松湖南高等学校 望月理花 アルトサクソフォン独奏 銀

42 浜松市立高等学校 坂口桃香 アルトサクソフォン独奏 金

43 静岡県立浜松湖南高等学校 伊藤杏樹 アルトサクソフォン独奏 銅
44 静岡県立浜松湖南高等学校 中津川輝 アルトサクソフォン独奏 金 ○

45 浜松日体中・高等学校 蔭山尭利 アルトサクソフォン独奏 失格

46 藤枝明誠高等学校 村野魁成 アルトサクソフォン独奏 銀

47 東海大学付属静岡翔洋高等学校 藤浪大和 アルトサクソフォン独奏 金



第１８回管楽器個人・重奏コンテスト静岡県大会　高等学校部門　個人の部

Ｈ２９．２．１１　掛川市文化会館シオーネ

出演順 学校名 演奏者 演奏形態 賞 代表

48 静岡県立沼津東高等学校 杉山綾香 テナーサクソフォン独奏 金

49 静岡県立島田高等学校 牧野咲月 テナーサクソフォン独奏 銀

50 静岡県立浜北西高等学校 長屋優花 コントラバス独奏 銅
51 静岡県立小山高等学校 米内愛花 コントラバス独奏 銀

52 静岡県立天竜高等学校 髙林奏 コントラバス独奏 銀

53 静岡県立焼津中央高等学校 中村明里 コントラバス独奏 銅
54 静岡県立浜松工業高等学校 清水翔子 コントラバス独奏 銀

55 静岡県立榛原高等学校 松下竜矢 コントラバス独奏 金

56 静岡県立浜松西高等学校 齋藤晴香 オーボエ独奏 金

57 静岡県立浜北西高等学校 高林萌絵 オーボエ独奏 銅
58 静岡県立浜名高等学校 朝比奈瑶子 オーボエ独奏 金 ○

59 静岡県立掛川西高等学校 松下ハンナ オーボエ独奏 金

60 藤枝明誠高等学校 西山さくら オーボエ独奏 銀

61 東海大学付属静岡翔洋高等学校 福嶋沙月 オーボエ独奏 金

62 静岡県立浜松西高等学校 入谷美帆 ファゴット独奏 金

63 静岡県立浜名高等学校 芥川美祐 ファゴット独奏 金 ○

64 静岡県立静岡城北高等学校 鈴木紫陽 トロンボーン独奏 銅
65 聖隷クリストファー中・高等学校 奥田桃香 トロンボーン独奏 銀

66 静岡県立駿河総合高等学校 千葉楓 トロンボーン独奏 失格

67 静岡市立清水桜が丘高等学校 鈴木奏太朗 トロンボーン独奏 銅
68 静岡県立掛川西高等学校 荒木陸利 トロンボーン独奏 銀

69 静岡県立浜松湖北高等学校 坂本茉優 トロンボーン独奏 銅
70 静岡県立浜松湖北高等学校 藤田千晃 トロンボーン独奏 銅
71 浜松日体中・高等学校 鈴木陽香 トロンボーン独奏 銅
72 藤枝明誠高等学校 羽畑佑香 トロンボーン独奏 銀

73 静岡県立島田高等学校 西川孔貴 トロンボーン独奏 銅
74 静岡県立浜北西高等学校 片桐美央 ユーフォニアム独奏 金

75 浜松学芸高等学校 山川眞延 ユーフォニアム独奏 銀

76 静岡県立浜松西高等学校 荒川のぞみ ユーフォニアム独奏 金

77 静岡県富士見高等学校 清水和佳 ユーフォニアム独奏 銀

78 静岡市立清水桜が丘高等学校 加藤菜々子 ユーフォニアム独奏 銀

79 静岡県立焼津中央高等学校 松永知也 ユーフォニアム独奏 銀

80 浜松市立高等学校 鳥本梨乃 ユーフォニアム独奏 金

81 静岡県立島田工業高等学校 滝田ゆうか ユーフォニアム独奏 銅
82 静岡県立静岡高等学校 望月紗良 テューバ独奏 銀

83 磐田東高等学校 山本阿実 テューバ独奏 銅
84 静岡県立浜松商業高等学校 伊藤美奈 テューバ独奏 金

85 静岡県立静岡東高等学校 河本碧 テューバ独奏 銅
86 静岡県立島田高等学校 増田颯人 テューバ独奏 銅
87 静岡県立静岡高等学校 杉山凜 トランペット独奏 銅
88 静岡県立静岡高等学校 府川由賢 トランペット独奏 銅
89 静岡県立浜松江之島高等学校 武田詩君 トランペット独奏 銀

90 磐田東高等学校 武藤翠衣 トランペット独奏 銀

91 常葉学園菊川中・高等学校 中村朱音 トランペット独奏 銀

92 浜松日体中・高等学校 笹田直哉 トランペット独奏 銀

93 静岡県立浜松湖北高等学校 磯部渚 トランペット独奏 銅
94 静岡県立沼津東高等学校 箕輪一希 ホルン独奏 銀



第１８回管楽器個人・重奏コンテスト静岡県大会　高等学校部門　個人の部

Ｈ２９．２．１１　掛川市文化会館シオーネ

出演順 学校名 演奏者 演奏形態 賞 代表

95 浜松学芸高等学校 月本日菜子 ホルン独奏 金 ○

96 静岡県富士見高等学校 服部凪沙 ホルン独奏 銀

97 静岡県立掛川西高等学校 坪井はるか ホルン独奏 銅
98 静岡県立静岡東高等学校 八木瑞希 ホルン独奏 金

99 静岡県立静岡東高等学校 大橋春奈 ホルン独奏 銅
100 浜松市立高等学校 礒間紗希 ホルン独奏 銀

101 浜松日体中・高等学校 神間創士 ホルン独奏 銀



第１８回管楽器個人・重奏コンテスト静岡県大会　高等学校部門　重奏の部

Ｈ２９．２．１１　掛川市文化会館シオーネ

出演順 学校名 編成 賞 代表

1 飛龍高等学校 打楽器二重奏 銅

2 加藤学園高等学校吹奏楽部 打楽器三重奏 銅

3 静岡県立遠江総合高等学校 打楽器三重奏 銅

4 静岡県立富士宮西高等学校 打楽器三重奏 銀

5 静岡県立掛川工業高等学校 打楽器三重奏 銀

6 静岡県立掛川西高等学校 打楽器四重奏 銅

7 浜松市立高等学校 打楽器五重奏 銀

8 静岡県立浜松工業高等学校 打楽器五重奏 銅

9 静岡県立静岡東高等学校 打楽器六重奏 銀

10 静岡県立湖西高等学校 バリ・テューバニ重奏 銅

11 聖隷クリストファー中・高等学校 バリ・テューバ三重奏 銅

12 静岡県立浜松西高等学校 トロンボーン四重奏 金 ○

13 静岡県立浜松工業高等学校 ホルン三重奏 銀

14 静岡県立掛川工業高等学校 金管四重奏 銅

15 静岡県立沼津工業高等学校 金管四重奏 銅

16 静岡県立三島南高等学校 金管四重奏 銅

17 静岡県立三島南高等学校 金管五重奏 銅

18 静岡県立磐田農業高等学校 金管・打楽器五重奏 銀

19 静岡県立田方農業高等学校 金管七重奏 銅

20 静岡県立遠江総合高等学校 金管七重奏 銅

21 桐陽高等学校 金管七重奏 銀

22 富士市立高等学校 金管八重奏 銅

23 静岡県立磐田西高等学校 金管八重奏 銅

24 知徳高等学校 金管八重奏 銀

25 静岡県立浜名高等学校 金管八重奏 金

26 静岡県立静岡農業高等学校 金管・打楽器八重奏 金

27 静岡県立浜松商業高等学校 金管八重奏 金 ○

28 静岡県立沼津商業高等学校 金管九重奏 金

29 静岡県立富士高等学校 金管十重奏 銀

30 静岡県立榛原高等学校 金管十重奏 金

31 静岡県立浜松湖南高等学校 コントラバス三重奏 銀

32 静岡県立静岡城北高等学校 サクソフォン三重奏 銅



33 静岡学園高等学校 サクソフォン四重奏 金

34 沼津市立沼津高等学校 サクソフォン四重奏 辞退

35 静岡県立磐田北高等学校 サクソフォン四重奏 銀

36 静岡県立浜北西高等学校 サクソフォン四重奏 金

37 静岡県立磐田農業高等学校 サクソフォン四重奏 銅

38 静岡県立沼津商業高等学校 サクソフォン五重奏 銀

39 静岡県立富岳館高等学校 混成二重奏 銅

40 静岡県立浜松北高等学校 木管三重奏 金

41 沼津市立沼津高等学校 木管三重奏 辞退

42 静岡県立焼津中央高等学校 木管五重奏 銀

43 静岡市立清水桜が丘高等学校 木管五重奏 金

44 沼津中央高等学校 混成六重奏 辞退

45 静岡県立榛原高等学校 木管八重奏 辞退

46 静岡県立富士高等学校 木管八重奏 銀

47 静岡県立田方農業高等学校 混成九重奏 銀

48 桐陽高等学校 クラリネット四重奏 銀

49 静岡県立藤枝西高等学校 クラリネット四重奏 銀

50 静岡市立清水桜が丘高等学校 クラリネット四重奏 金 ○

51 静岡県立沼津工業高等学校 クラリネット四重奏 銅

52 静岡県立浜松商業高等学校 クラリネット四重奏 金 ○

53 静岡学園高等学校 クラリネット五重奏 銀

54 静岡県立磐田南高等学校 クラリネット五重奏 銀

55 静岡県富士見高等学校 クラリネット五重奏 銀

56 静岡県立浜北西高等学校 クラリネット五重奏 銀

57 浜松市立高等学校 クラリネット七重奏 金

58 静岡県立焼津中央高等学校 クラリネット七重奏 金 ○

59 静岡県立浜名高等学校 クラリネット八重奏 金

60 静岡県立沼津東高等学校 クラリネット八重奏 金

61 富士市立高等学校 フルート二重奏 金

62 静岡県富士見高等学校 フルート二重奏 銀

63 静岡県立磐田北高等学校 フルート二重奏 銅

64 静岡県立磐田南高等学校 フルート三重奏 銀

65 静岡県立浜松西高等学校 フルート三重奏 銅

66 静岡県立浜松湖南高等学校 フルート四重奏 金

67 静岡県立磐田西高等学校 フルート四重奏 銀



68 静岡県立掛川西高等学校 フルート四重奏 銀

69 静岡県立静岡城北高等学校 フルート四重奏 金

70 静岡県立沼津東高等学校 フルート四重奏 金

71 静岡県立静岡東高等学校 フルート五重奏 銀



順 団　体　名 編成 賞 代表
1 裾野市立東中学校 打楽器独奏 銀賞
2 沼津市立愛鷹中学校 打楽器独奏 銅賞
3 磐田市立豊岡中学校 マリンバ独奏 銀賞
4 静岡市立清水第八中学校 マリンバ独奏 金賞
5 磐田市立豊田南中学校 マリンバ独奏 銀賞
6 磐田市立豊田中学校 マリンバ独奏 銀賞
7 伊豆の国市立長岡中学校 マリンバ独奏 金賞 代表
8 浜松市立北浜東部中学校 フルート独奏 銅賞
9 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 銅賞
10 浜松市立浜北北部中学校 フルート独奏 銅賞
11 静岡市立清水第七中学校 フルート独奏 金賞
12 磐田市立豊田中学校 フルート独奏 銅賞
13 浜松市立麁玉中学校 フルート独奏 銅賞
14 浜松市立細江中学校 フルート独奏 銀賞
15 富士宮市立富士宮第一中学校 フルート独奏 金賞
16 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 銅賞
17 磐田市立福田中学校 フルート独奏 金賞
18 富士市立鷹岡中学校 フルート独奏 銀賞
19 浜松市立北浜東部中学校 フルート独奏 金賞
20 伊東市立宇佐美中学校 フルート独奏 金賞 代表
21 磐田市立豊田中学校 フルート独奏 銅賞
22 浜松市立富塚中学校 フルート独奏 銀賞
23 浜松市立南部中学校 フルート独奏 銀賞
24 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 銅賞
25 磐田市立豊岡中学校 オーボエ独奏 銀賞
26 浜松市立八幡中学校 オーボエ独奏 銀賞
27 浜松市立高台中学校 オーボエ独奏 金賞
28 静岡市立服織中学校 オーボエ独奏 銀賞
29 浜松市立篠原中学校 オーボエ独奏 金賞
30 静岡市立清水第七中学校 オーボエ独奏 金賞
31 静岡市立服織中学校 ファゴット独奏 金賞
32 浜松市立湖東中学校 ファゴット独奏 金賞
33 浜松市立高台中学校 ファゴット独奏 銀賞
34 浜松市立浜北北部中学校 クラリネット独奏 銀賞
35 静岡市立豊田中学校 クラリネット独奏 銀賞
36 浜松市立神久呂中学校 クラリネット独奏 銅賞
37 袋井市立袋井南中学校 クラリネット独奏 銀賞
38 長泉町立長泉中学校 クラリネット独奏 金賞 代表
39 湖西市立白須賀中学校 クラリネット独奏 銅賞
40 浜松市立浜北北部中学校 クラリネット独奏 銀賞
41 磐田市立豊岡中学校 バスクラリネット独奏 銅賞
42 袋井市立周南中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
43 長泉町立長泉中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
44 静岡市立清水第七中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
45 島田市立初倉中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
46 浜松市立西部中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞 代表
47 湖西市立岡崎中学校 アルトサクソフォン独奏 *
48 浜松市立北浜東部中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
49 浜松市立湖東中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
50 浜松市立神久呂中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞
51 浜松市立細江中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
52 長泉町立北中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
53 袋井市立周南中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
54 伊豆の国市立長岡中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

第18回　中部日本個人重奏コンテスト静岡県大会
中学校部門　個人の部　成績一覧
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55 長泉町立長泉中学校 テナーサクソフォン独奏 銀賞
56 磐田市立豊田南中学校 バリトンサクソフォン独奏 銅賞
57 袋井市立袋井南中学校 バリトンサクソフォン独奏 銀賞
58 浜松市立入野中学校 トランペット独奏 金賞
59 袋井市立袋井南中学校 トランペット独奏 銀賞
60 富士宮市立富士宮第一中学校 トランペット独奏 銀賞
61 富士宮市立富士宮第一中学校 トランペット独奏 銅賞
62 浜松市立北浜東部中学校 トランペット独奏 銀賞
63 袋井市立周南中学校 トランペット独奏 銀賞
64 沼津市立愛鷹中学校 トランペット独奏 銅賞
65 磐田市立豊岡中学校 トランペット独奏 銅賞
66 磐田市立豊田中学校 トランペット独奏 銀賞
67 浜松市立入野中学校 トランペット独奏 銅賞
68 浜松市立富塚中学校 トランペット独奏 金賞
69 静岡市立服織中学校 トランペット独奏 金賞
70 浜松市立篠原中学校 トランペット独奏 *
71 浜松市立湖東中学校 トランペット独奏 銀賞
72 袋井市立周南中学校 トランペット独奏 金賞
73 磐田市立城山中学校 ホルン独奏 銀賞
74 浜松市立麁玉中学校 ホルン独奏 銀賞
75 浜松市立湖東中学校 ホルン独奏 銀賞
76 富士宮市立富士根南中学校 ホルン独奏 銅賞
77 磐田市立豊田南中学校 ホルン独奏 銀賞
78 袋井市立袋井南中学校 ホルン独奏 銀賞
79 浜松市立入野中学校 ホルン独奏 銅賞
80 浜松市立高台中学校 ホルン独奏 銅賞
81 浜松市立水窪中学校 トロンボーン独奏 銀賞
82 湖西市立岡崎中学校 トロンボーン独奏 *
83 浜松市立北浜東部中学校 トロンボーン独奏 銀賞
84 浜松市立湖東中学校 トロンボーン独奏 金賞 代表
85 富士宮市立富士宮第一中学校 トロンボーン独奏 金賞
86 磐田市立豊田中学校 トロンボーン独奏 銀賞
87 磐田市立福田中学校 トロンボーン独奏 銀賞
88 磐田市立豊岡中学校 トロンボーン独奏 金賞
89 富士宮市立富士根南中学校 ユーフォニアム独奏 金賞
90 浜松市立麁玉中学校 ユーフォニウム独奏 金賞
91 富士宮市立富士宮第一中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞
92 浜松市立水窪中学校 ユーフォニアム独奏 銅賞
93 浜松市立入野中学校 テューバ独奏 金賞 代表
94 静岡市立豊田中学校 チューバ独奏 銀賞
95 磐田市立豊田南中学校 チューバ独奏 金賞
96 長泉町立北中学校 コントラバス独奏 銅賞
97 磐田市立福田中学校 コントラバス独奏 銅賞
98 静岡市立清水第七中学校 コントラバス独奏 金賞
99 静岡市立長田西中学校 コントラバス独奏 *
100 浜松市立高台中学校 コントラバス独奏 銀賞
101 浜松市立麁玉中学校 コントラバス独奏 銅賞
102 浜松市立細江中学校 コントラバス独奏 銅賞
103 浜松市立入野中学校 コントラバス独奏 金賞
104 函南町立東中学校 打楽器独奏 金賞
105 富士市立須津中学校 シロフォン独奏 金賞
106 静岡市立安東中学校 マリンバ独奏 銀賞
107 浜松市立与進中学校 マリンバ独奏 銀賞
108 菊川市立菊川東中学校 マリンバ独奏 銀賞
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109 富士市立須津中学校 マリンバ独奏 金賞
110 函南町立東中学校 マリンバ独奏 銅賞
111 富士市立田子浦中学校 フルート独奏 銀賞
112 富士宮市立富士宮第四中学校 フルート独奏 金賞
113 富士市立富士南中学校 フルート独奏 金賞
114 浜松市立開成中学校 フルート独奏 金賞
115 袋井市立浅羽中学校 フルート独奏 金賞
116 静岡市立末広中学校 フルート独奏 銀賞
117 浜松市立中部中学校 フルート独奏 銀賞
118 浜松市立庄内中学校 フルート独奏 金賞 代表
119 浜松市立江西中学校 フルート独奏 金賞
120 浜松市立庄内中学校 フルート独奏 銀賞
121 浜松市立南陽中学校 フルート独奏 銀賞
122 浜松市立積志中学校 フルート独奏 金賞
123 磐田市立城山中学校 フルート独奏 銀賞
124 静岡市立東豊田中学校 フルート独奏 金賞 代表
125 富士宮市立富士宮第四中学校 フルート独奏 銀賞
126 富士市立富士南中学校 フルート独奏 銀賞
127 浜松市立浜名中学校 オーボエ独奏 銀賞
128 掛川市立東中学校 オーボエ独奏 銀賞
129 浜松市立三方原中学校 オーボエ独奏 銅賞
130 静岡市立観山中学校 オーボエ独奏 銀賞
131 浜松市立北星中学校 オーボエ独奏 銀賞
132 浜松市立三方原中学校 オーボエ独奏 銀賞
133 浜松市立開成中学校 オーボエ独奏 銀賞
134 静岡市立末広中学校 オーボエ独奏 銅賞
135 浜松市立南陽中学校 ファゴット独奏 銅賞
136 浜松市立浜名中学校 ファゴット独奏 金賞
137 静岡市立東豊田中学校 クラリネット独奏 銀賞
138 浜松市立江西中学校 クラリネット独奏 銀賞
139 湖西市立湖西中学校 クラリネット独奏 銅賞
140 磐田市立竜洋中学校 クラリネット独奏 銅賞
141 浜松市立北浜中学校 クラリネット独奏 銀賞
142 富士市立富士南中学校 クラリネット独奏 金賞
143 静岡市立竜爪中学校 クラリネット独奏 金賞
144 静岡市立清水第五中学校 クラリネット独奏 銅賞
145 浜松市立中部中学校 クラリネット独奏 金賞
146 富士市立富士南中学校 クラリネット独奏 銀賞
147 浜松市立南陽中学校 クラリネット独奏 金賞
148 磐田市立城山中学校 クラリネット独奏 金賞
149 浜松市立浜名中学校 クラリネット独奏 銅賞
150 静岡市立東豊田中学校 クラリネット独奏 金賞
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151 富士市立田子浦中学校 バスクラリネット独奏 銅賞
152 静岡市立清水第五中学校 バスクラリネット独奏 銅賞
153 静岡市立東豊田中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
154 掛川市立城東中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞
155 静岡市立末広中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞
156 浜松市立南陽中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
157 湖西市立鷲津中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
158 浜松市立北浜中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
159 磐田市立城山中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞
160 静岡市立東豊田中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞 代表
161 富士市立田子浦中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞
162 浜松市立北星中学校 テナーサクソフォン独奏 銀賞
163 浜松市立江西中学校 テナーサクソフォン独奏 銅賞
164 函南町立東中学校 バリトンサクソフォン独奏 銅賞
165 富士市立田子浦中学校 トランペット独奏 銅賞
166 静岡市立安東中学校 トランペット独奏 銅賞
167 富士市立須津中学校 トランペット独奏 銅賞
168 袋井市立浅羽中学校 トランペット独奏 銀賞
169 浜松市立浜名中学校 トランペット独奏 銀賞
170 掛川市立城東中学校 トランペット独奏 銀賞
171 浜松市立中部中学校 トランペット独奏 銅賞
172 静岡市立安東中学校 トランペット独奏 銀賞
173 静岡市立末広中学校 ホルン独奏 銅賞
174 静岡市立清水第五中学校 ホルン独奏 銅賞
175 清水町立南中学校 ホルン独奏 銅賞
176 袋井市立浅羽中学校 ホルン独奏 金賞
177 函南町立東中学校 ホルン独奏 銅賞
178 富士市立富士南中学校 ホルン独奏 *
179 掛川市立城東中学校 ホルン独奏 銅賞
180 静岡市立安東中学校 ホルン独奏 銅賞
181 富士市立須津中学校 ホルン独奏 銅賞
182 浜松市立積志中学校 ホルン独奏 銀賞
183 静岡市立清水第五中学校 ホルン独奏 銅賞
184 浜松市立北星中学校 ホルン独奏 銀賞
185 湖西市立鷲津中学校 トロンボーン独奏 銀賞
186 浜松市立与進中学校 トロンボーン独奏 金賞
187 磐田市立城山中学校 トロンボーン独奏 銅賞
188 函南町立東中学校 トロンボーン独奏 銅賞
189 静岡市立竜爪中学校 トロンボーン独奏 銅賞
190 浜松市立積志中学校 トロンボーン独奏 金賞
191 掛川市立城東中学校 トロンボーン独奏 銀賞
192 浜松市立与進中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞
193 静岡市立清水第五中学校 ユーフォニアム独奏 金賞
194 清水町立南中学校 ユーフォニアム独奏 金賞
195 湖西市立鷲津中学校 チューバ独奏 銀賞
196 浜松市立浜名中学校 チューバ独奏 銀賞
197 静岡市立安東中学校 チューバ独奏 銀賞
198 富士市立田子浦中学校 チューバ独奏 銀賞
199 浜松市立三方原中学校 コントラバス独奏 銀賞
200 掛川市立東中学校 コントラバス独奏 銅賞
201 浜松市立開成中学校 コントラバス独奏 銅賞
202 浜松市立北星中学校 コントラバス独奏 銀賞
203 浜松市立与進中学校 コントラバス独奏 銅賞

＊：棄権



出演 団　体　名 編成 賞 代表

1 静岡市立高松中学校 打楽器二重奏 金賞

2 磐田市立豊田南中学校 打楽器二重奏 銅賞

3 沼津市立第一中学校 打楽器二重奏 銀賞

4 浜松市立曳馬中学校 打楽器三重奏 銀賞

5 浜松市立北浜東部中学校 打楽器三重奏 金賞

6 掛川市立桜が丘中学校 打楽器三重奏 銅賞

7 沼津市立愛鷹中学校 打楽器三重奏 金賞 代表

8 浜松市立篠原中学校 打楽器三重奏 金賞

9 静岡市立高松中学校 フルート二重奏 銅賞

10 三島市立錦田中学校 フルート二重奏 銀賞

11 浜松市立篠原中学校 フルート二重奏 銀賞

12 湖西市立岡崎中学校 フルート二重奏 銅賞

13 浜松市立東部中学校 フルート二重奏 金賞

14 浜松市立湖東中学校 フルート三重奏 金賞

15 浜松市立八幡中学校 フルート三重奏 金賞

16 浜松市立三ヶ日中学校 フルート四重奏 金賞

17 磐田市立豊岡中学校 フルート四重奏 銀賞

18 磐田市立福田中学校 クラリネット二重奏 銀賞

19 静岡市立高松中学校 クラリネット三重奏 銅賞

20 沼津市立愛鷹中学校 クラリネット三重奏 銅賞

21 浜松市立三ヶ日中学校 クラリネット四重奏 銀賞

22 浜松市立入野中学校 クラリネット四重奏 金賞

23 裾野市立東中学校 クラリネット四重奏 銀賞

24 浜松市立南部中学校 クラリネット四重奏 銀賞

25 浜松市立八幡中学校 クラリネット四重奏 金賞

26 富士市立岩松中学校 クラリネット四重奏 銅賞

27 浜松市立麁玉中学校 クラリネット四重奏 銀賞

28 浜松市立北浜東部中学校 クラリネット四重奏 銀賞

29 浜松市立湖東中学校 クラリネット八重奏 金賞

30 静岡市立清水第七中学校 クラリネット九重奏 金賞

31 浜松市立麁玉中学校 打楽器三重奏 金賞

32 浜松市立浜北北部中学校 打楽器三重奏 銅賞

33 浜松市立東部中学校 打楽器三重奏 金賞

34 富士市立鷹岡中学校 打楽器四重奏 銅賞

35 浜松市立富塚中学校 打楽器四重奏 金賞

36 富士宮市立大富士中学校 打楽器五重奏 銅賞

37 富士宮市立富士根南中学校 打楽器六重奏 銀賞

38 袋井市立袋井南中学校 打楽器六重奏 金賞

39 磐田市立福田中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

40 浜松市立南部中学校 サクソフォン三重奏 金賞

41 沼津市立愛鷹中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

42 浜松市立高台中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

43 長泉町立長泉中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

第18回　中部日本個人重奏コンテスト静岡県大会
中学校部門　重奏の部　結果
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44 浜松市立浜北北部中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

45 浜松市立入野中学校 サクソフォン四重奏 金賞

46 浜松市立麁玉中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

47 磐田市立豊岡中学校 サクソフォン四重奏 銅賞

48 浜松市立篠原中学校 サクソフォン四重奏 金賞

49 富士宮市立富士宮第一中学校 サクソフォン五重奏 銀賞

50 富士市立鷹岡中学校 サクソフォン五重奏 銅賞

51 浜松市立光が丘中学校 木管三重奏 銅賞

52 磐田市立豊田南中学校 木管三重奏 金賞

53 静岡市立南中学校 木管六重奏 金賞

54 静岡市立清水第七中学校 木管六重奏 金賞

55 富士宮市立大富士中学校 木管八重奏 銀賞

56 磐田市立磐田第一中学校 混成五重奏 銀賞

57 浜松市立西部中学校 混成五重奏 銅賞

58 浜松市立光が丘中学校 混成六重奏 銅賞

59 富士市立岩松中学校 混成六重奏 銀賞

60 湖西市立岡崎中学校 混成六重奏 銅賞

61 浜松市立入野中学校 混成七重奏 金賞

62 浜松市立北浜東部中学校 混成七重奏 金賞

63 掛川市立桜が丘中学校 混成八重奏 銅賞

64 長泉町立長泉中学校 ホルン二重奏 金賞

65 浜松市立細江中学校 トロンボーン二重奏 銀賞

66 裾野市立東中学校 トランペット三重奏 銀賞

67 富士宮市立富士根南中学校 トランペット三重奏 銀賞

68 磐田市立磐田第一中学校 金管三重奏 銅賞

69 裾野市立東中学校 金管四重奏 銀賞

70 富士宮市立富士宮第一中学校 金管四重奏 銀賞

71 浜松市立浜北北部中学校 金管五重奏 銀賞

72 浜松市立高台中学校 金管六重奏 銅賞

73 静岡市立長田西中学校 金管六重奏 銀賞

74 浜松市立三ヶ日中学校 金管七重奏 銀賞

75 浜松市立八幡中学校 金管七重奏 銀賞

76 静岡市立蒲原中学校 金管八重奏 銀賞

77 磐田市立豊岡中学校 金管八重奏 銀賞

78 静岡市立長田西中学校 金管八重奏 銀賞

79 長泉町立長泉中学校 金管八重奏 銅賞

80 浜松市立東部中学校 金管八重奏 銀賞

81 磐田市立豊田南中学校 金管八重奏 金賞

82 袋井市立周南中学校 金管八重奏 金賞

83 浜松市立湖東中学校 金管九重奏 銀賞

84 浜松市立南部中学校 金管十重奏 金賞

85 静岡市立清水第七中学校 金管十重奏 金賞 代表

86 森町立旭が丘中学校 打楽器二重奏 銀賞
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87 掛川市立城東中学校 打楽器二重奏 銅賞

88 富士市立須津中学校 打楽器二重奏 金賞

89 浜松市立江西中学校 打楽器二重奏 金賞

90 沼津市立金岡中学校 打楽器二重奏 銅賞

91 掛川市立大浜中学校 打楽器三重奏 銀賞

92 浜松市立浜名中学校 打楽器三重奏 金賞

93 清水町立南中学校 打楽器三重奏 金賞

94 菊川市立菊川西中学校 打楽器四重奏 銅賞

95 浜松市立積志中学校 打楽器四重奏 銅賞

96 浜松市立北星中学校 打楽器五重奏

97 浜松市立南陽中学校 打楽器五重奏 金賞

98 浜松市立北浜中学校 打楽器五重奏 銅賞

99 浜松市立浜名中学校 フルート二重奏 金賞

100 磐田市立城山中学校 フルート二重奏 銅賞

101 浜松市立南陽中学校 フルート三重奏 銀賞

102 浜松市立三方原中学校 フルート三重奏 銀賞

103 御前崎市立浜岡中学校 フルート四重奏 銅賞

104 静岡市立清水第二中学校 フルート四重奏 銅賞

105 湖西市立鷲津中学校 フルート四重奏 銀賞

106 掛川市立東中学校 クラリネット三重奏 銀賞

107 浜松市立与進中学校 クラリネット三重奏 銀賞

108 浜松市立中郡中学校 クラリネット四重奏 銅賞

109 函南町立東中学校 クラリネット四重奏 銀賞

110 浜松市立庄内中学校 クラリネット四重奏 銀賞

111 県立浜松西高等学校中等部 クラリネット四重奏 金賞

112 静岡市立安東中学校 クラリネット五重奏 金賞

113 御前崎市立浜岡中学校 クラリネット五重奏 銅賞

114 菊川市立菊川東中学校 クラリネット六重奏 銅賞

115 浜松市立北星中学校 クラリネット六重奏 金賞

116 浜松市立開成中学校 クラリネット八重奏 金賞

117 浜松市立庄内中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

118 浜松市立積志中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

119 沼津市立金岡中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

120 沼津市立第三中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

121 富士市立富士南中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

122 浜松市立開成中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

123 県立浜松西高等学校中等部 サクソフォン四重奏 金賞

124 函南町立東中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

125 菊川市立菊川西中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

126 掛川市立東中学校 サクソフォン五重奏 金賞

127 静岡市立清水第二中学校 サクソフォン五重奏 銀賞

128 御前崎市立浜岡中学校 サクソフォン六重奏 銅賞

129 湖西市立鷲津中学校 コントラバス二重奏 銅賞
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130 清水町立南中学校 木管三重奏 金賞

131 浜松市立東陽中学校 木管五重奏 銀賞

132 森町立旭が丘中学校 木管六重奏 銅賞

133 浜松市立佐鳴台中学校 木管八重奏 金賞 代表

134 静岡市立安東中学校 混成三重奏 金賞

135 静岡市立由比中学校 混成五重奏 銅賞

136 沼津市立門池中学校 混成六重奏 銅賞

137 静岡市立由比中学校 混成六重奏 銀賞

138 掛川市立大浜中学校 混成六重奏 銀賞

139 富士市立須津中学校 混成七重奏 銅賞

140 沼津市立門池中学校 混成七重奏 銅賞

141 富士市立須津中学校 混成七重奏 銅賞

142 袋井市立袋井中学校 混成八重奏 銀賞

143 磐田市立竜洋中学校 混成九重奏

144 静岡市立安東中学校 トロンボーン三重奏 金賞

145 浜松市立東陽中学校 金管三重奏 銀賞

146 清水町立南中学校 金管三重奏 銅賞

147 浜松市立北星中学校 トロンボーン四重奏 金賞

148 浜松市立南陽中学校 ユーフォ・チューバ四重奏 金賞

149 沼津市立金岡中学校 金管四重奏 金賞

150 浜松市立中郡中学校 金管四重奏 銀賞

151 掛川市立大浜中学校 金管五重奏 銀賞

152 浜松市立浜名中学校 金管五重奏 銀賞

153 湖西市立鷲津中学校 金管五重奏 銀賞

154 浜松市立三方原中学校 金管六重奏 銀賞

155 森町立旭が丘中学校 金管七重奏 銅賞

156 掛川市立東中学校 金管八重奏 銅賞

157 浜松市立佐鳴台中学校 金管八重奏 銀賞

158 袋井市立袋井中学校 金管八重奏 銀賞

159 県立浜松西高等学校中等部 金管八重奏 銅賞

160 函南町立東中学校 金管八重奏 銅賞

161 浜松市立庄内中学校 金管八重奏 銀賞

162 菊川市立菊川東中学校 金管八重奏 銀賞

163 浜松市立北浜中学校 金管八重奏 金賞

164 菊川市立菊川西中学校 金管八重奏 銅賞

165 静岡市立東豊田中学校 金管九重奏 金賞 代表

出演 団　体　名 編成 賞 代表
1 アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 金賞 代表

一般部門　重奏の部　結果


