
第１4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
出演順 学校名 編成 賞 代表

1 静岡県立浜松西高等学校 打楽器二重奏 優秀
2 桐陽高等学校 打楽器三重奏 佳良
3 静岡県立小笠高等学校 打楽器三重奏 佳良
4 静岡県立伊東高等学校 打楽器三重奏 優良
5 三島高等学校 打楽器三重奏 辞退
6 静岡県立沼津城北高等学校 打楽器四重奏 佳良
7 静岡県立浜名高等学校 打楽器四重奏 優良
8 静岡県立浜松工業高等学校 打楽器四重奏 佳良
9 静岡県立静岡東高等学校 打楽器五重奏 佳良
10 聖隷クリストファー中・高等学校 打楽器五重奏 佳良
11 静岡県立気賀高等学校 打楽器五重奏 佳良
12 静岡県立三島南高等学校 打楽器五重奏 優秀
13 静岡理工科大学星陵高等学校 打楽器五重奏 佳良
14 静岡県立伊豆中央高等学校 打楽器五重奏 優良
15 静岡県立浜松湖南高等学校 打楽器八重奏 優秀
17 東海大学付属翔洋高等学校 マリンバ二重奏 優良
18 東海大学付属翔洋高等学校 コントラバス二重奏 佳良
19 静岡県立伊豆中央高等学校 コントラバス二重奏 佳良
20 静岡県立沼津商業高等学校 混成五重奏 佳良
21 静岡学園高等学校 混成八重奏 佳良
22 静岡県立浜松工業高等学校 混成八重奏 佳良
23 静岡県立浜北西高等学校 木管三重奏 優良
24 静岡県立浜北西高等学校 木管三重奏 佳良
25 静岡雙葉高等学校 木管四重奏 優良
26 静岡県立藤枝東高等学校 木管五重奏 佳良
27 静岡県立藤枝東高等学校 木管五重奏 優良
28 静岡県立焼津中央高等学校 木管五重奏 優良
29 静岡県立伊東高等学校 クラリネット三重奏 優秀
30 静岡学園高等学校 クラリネット四重奏 優秀 ○
31 静岡県立小笠高等学校 クラリネット五重奏 優良
32 静岡県立静岡城北高等学校 クラリネット五重奏 優良
33 静岡県立焼津中央高等学校 クラリネット五重奏 佳良
34 富士市立高等学校 クラリネット五重奏 佳良
35 静岡県立浜松工業高等学校 クラリネット五重奏 佳良
36 静岡県立静岡東高等学校 クラリネット六重奏 佳良
37 静岡県立気賀高等学校 クラリネット六重奏 優良
38 静岡県立浜松北高等学校 クラリネット八重奏 辞退
39 静岡県立静岡農業高等学校 クラリネット八重奏 優良
40 静岡県立科学技術高等学校 フルート三重奏 佳良



出演順 学校名 編成 賞 代表
41 静岡県立静岡東高等学校 フルート三重奏 優良
42 藤枝明誠中学校・高等学校 フルート三重奏 佳良
43 静岡県立浜松工業高等学校 フルート三重奏 優良
44 静岡県立藤枝東高等学校 フルート四重奏 優良
45 静岡県立気賀高等学校 フルート四重奏 優良
46 静岡県立伊東高等学校 フルート四重奏 優秀
47 静岡県立焼津中央高等学校 フルート四重奏 優秀
48 静岡県立浜松西高等学校 フルート四重奏 優秀 ○
49 静岡県立静岡城北高等学校 フルート五重奏 優秀
50 静岡県立沼津東高等学校 フルート五重奏 優秀 ○
51 静岡県立浜北西高等学校 サクソフォン三重奏 佳良
52 静岡県立小笠高等学校 サクソフォン四重奏 優秀
53 静岡県立気賀高等学校 サクソフォン四重奏 佳良
54 静岡県立浜松湖南高等学校 サクソフォン四重奏 優良
55 静岡県立伊東高等学校 サクソフォン四重奏 優良
56 静岡県立焼津中央高等学校 サクソフォン四重奏 優良
57 静岡県立浜北西高等学校 サクソフォン四重奏 優良
58 静岡県立静岡城北高等学校 サクソフォン五重奏 佳良
59 静岡県立掛川西高等学校 サクソフォン五重奏 優良
60 静岡県立富士高等学校 サクソフォン六重奏 優秀
61 静岡県立静岡農業高等学校 サクソフォン六重奏 優秀
62 沼津市立沼津高等学校 トロンボーン三重奏 佳良
63 静岡県立静岡城北高等学校 トロンボーン四重奏 優秀
64 東海大学付属翔洋高等学校 金管四重奏 佳良
65 静岡県立伊東高等学校 金管四重奏 佳良
66 飛龍高等学校 金管五重奏 佳良
67 静岡県立伊豆中央高等学校 金管六重奏 佳良
68 静岡理工科大学星陵高等学校 金管八重奏 優良
69 静岡県立藤枝東高等学校 金管八重奏 優良
70 静岡県立小笠高等学校 金管八重奏 佳良
71 静岡県立浜名高等学校 金管八重奏 優秀 ○
72 静岡県立気賀高等学校 金管八重奏 辞退
73 静岡県立静岡農業高等学校 金管八重奏 優秀
74 静岡県立伊東高等学校 金管八重奏 優秀
75 静岡県立焼津中央高等学校 金管八重奏 優良
76 静岡県立浜松西高等学校 金管八重奏 優秀
77 静岡県立伊豆中央高等学校 金管八重奏 優秀
78 静岡県立浜松工業高等学校 金管八重奏 優良
79 静岡県立藤枝東高等学校 金管十重奏 優秀
80 静岡県立静岡東高等学校 金管十重奏 優秀



第１4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

出演順 学校名 演奏者 編成 賞 代表

1 静岡市立清水商業高等学校 杉山花音 マリンバ独奏 優良

2 静岡県立浜名高等学校 野々村俊輔 マリンバ独奏 優良

3 静岡県立三島南高等学校 平井万裕 ユーフォニアム独奏 佳良

4 静岡県立浜松江之島高等学校 加藤萌 ユーフォニアム独奏 優良

5 静岡県立気賀高等学校 甲賀智美 ユーフォニウム独奏 佳良

6 静岡市立清水商業高等学校 藤堂真奈美 テューバ独奏 優良

7 静岡県立島田高等学校 稲森友輔 テューバ独奏 佳良

8 沼津市立沼津高等学校 大庭珠絵里 トランペット独奏 佳良

9 静岡市立清水商業高等学校 山本一馬 トランペット独奏 優良

10 静岡県立沼津商業高等学校 杉山風花 トランペット独奏 佳良

11 聖隷クリストファー中・高等学校 原﨑麻衣 ホルン独奏 佳良

12 静岡県立島田高等学校 良知美咲 ホルン独奏 佳良

13 静岡県立浜松東高等学校 平野紗英 ホルン独奏 佳良

14 静岡市立清水商業高等学校 磯部桃子 ホルン独奏 優秀

15 浜松学芸中学校・高等学校 寺田妃袈里 ホルン独奏 優秀 ○

16 静岡県立浜松湖南高等学校 鈴木華穂 ホルン独奏 佳良

17 静岡県立沼津商業高等学校 鈴木真利花 ホルン独奏 優良

18 静岡県立沼津東高等学校 木村あやの ホルン独奏 優秀 ○

19 聖隷クリストファー中・高等学校 森あやか トロンボーン独奏 佳良

20 静岡県立浜名高等学校 北村美佳子 トロンボーン独奏 優秀 ○

21 静岡県立浜松湖南高等学校 佐藤真実 トロンボーン独奏 佳良

22 静岡県立浜松北高等学校 的場奈々 トロンボーン独奏 佳良

23 静岡県立浜松西高等学校 高橋伸英 バストロンボーン独奏 優良

24 聖隷クリストファー中・高等学校 宮崎春菜 クラリネット独奏 佳良

25 沼津市立沼津高等学校 蜂谷桐花 クラリネット独奏 優秀

26 静岡理工科大学星陵高等学校 福本京加 クラリネット独奏 優良

27 静岡理工科大学星陵高等学校 中村葉奈 クラリネット独奏 優良

28 浜松市立高等学校 藤野優希 クラリネット独奏 優秀 ○

29 浜松市立高等学校 竹内寛海 クラリネット独奏 佳良

30 浜松市立高等学校 日比野冴香 クラリネット独奏 優秀



出演順 学校名 演奏者 編成 賞 代表

31 静岡県立浜北西高等学校 関口真緒 クラリネット独奏 佳良

32 藤枝明誠中学校・高等学校 福永春菜 クラリネット独奏 佳良

33 聖隷クリストファー中・高等学校 山田明日香 フルート独奏 優良

34 静岡県立島田高等学校 大塚萌々子 フルート独奏 優秀 ○

35 静岡市立清水商業高等学校 屋敷真奈 フルート独奏 優良

36 静岡理工科大学星陵高等学校 津金みづき フルート独奏 優秀

37 浜松市立高等学校 鈴木茶々 フルート独奏 優良

38 三島高等学校 菊池詩織 フルート独奏 佳良

39 三島高等学校 安江桃菜 フルート独奏 佳良

40 静岡県立浜北西高等学校 松原礼奈 フルート独奏 佳良

41 藤枝明誠中学校・高等学校 西山こころ フルート独奏 優良

42 静岡学園高等学校 神宮寺ひとみ フルート独奏 佳良

43 静岡理工科大学星陵高等学校 中村姫女 アルトサクソフォン独奏 優良

44 静岡市立清水商業高等学校 飯田花鈴 アルトサクソフォン独奏 優秀 ○

45 静岡県立磐田北高校 村松史穂 アルトサクソフォン独奏 佳良

46 静岡学園高等学校 杉本真穂 アルトサクソフォン独奏 優秀

47 静岡県立浜松江之島高等学校 三浦恵子 アルトサクソフォン独奏 優秀 ○

48 静岡県立三島南高等学校 萱場若菜 アルトサクソフォン独奏 佳良

49 静岡県立沼津東高等学校 畠山奈々 アルトサクソフォン独奏 優秀

50 静岡県立伊豆中央高等学校 原優希葉 アルトサクソフォン独奏 優良

52 藤枝明誠中学校・高等学校 寺川美友 アルトサクソフォン独奏 佳良

53 静岡県立沼津東高等学校 飯村彩 アルトサクソフォン独奏 優良

54 静岡県立沼津商業高等学校 峰田賢弥 テナーサクソフォン独奏 佳良

55 静岡県立沼津東高等学校 泉香苗 テナーサクソフォン独奏 優良

56 静岡県立沼津商業高等学校 山梨秀和 コントラバス独奏 優良

57 静岡県立磐田北高等学校 永見晴美 コントラバス独奏 佳良

58 静岡県立静岡東高等学校 郷野紋菜 オーボエ独奏 優良

59 静岡県立静岡東高等学校 深山彩紀 オーボエ独奏 優秀 ○

60 静岡県立富士高等学校 青木健朗 オーボエ独奏 優秀 ○

61 静岡県立磐田北高校 中西美緒 オーボエ独奏 佳良

62 静岡県立静岡城北高等学校 花村佳澄 オーボエ独奏 優良

63 静岡県立浜松西高等学校 中山歩美 ファゴット独奏 佳良


