
 第56回中部日本吹奏楽コンクール静岡県大会
　中学小編成の部　発表用

No 学　　校　　名 賞 代表
1 裾野市立西中学校 優秀

2 浜松市立引佐南部中学校 優秀

3 浜松市立北浜東部中学校 優秀

4 浜松市立麁玉中学校 優秀

5 袋井市立浅羽中学校 優秀

6 浜松市立中部中学校 優秀

7 湖西市立白須賀中学校 優秀

8 浜松市立神久呂中学校 優秀

9999 浜松市立北部中学校浜松市立北部中学校浜松市立北部中学校浜松市立北部中学校 優勝優勝優勝優勝 代表代表代表代表

10 森町立旭が丘中学校 優秀

11111111 浜松市立中郡中学校浜松市立中郡中学校浜松市立中郡中学校浜松市立中郡中学校 優秀優秀優秀優秀 代表代表代表代表

12 袋井市立周南中学校 優秀

13 浜松市立浜北北部中学校 優秀

14 御殿場市立御殿場中学校 優秀

15 浜松市立佐鳴台中学校 優秀

16 湖西市立湖西中学校 優秀

17 浜松市立浜名中学校 優秀

18 浜松市立庄内中学校 優秀

19 磐田市立豊田中学校 優秀

20 浜松市立西部中学校 優秀

21 浜松市立笠井中学校 優秀

22 浜松市立東部中学校 優秀

23 浜松市立東陽中学校 優秀

24 磐田市立磐田第一中学校 優秀

25252525 磐田市立神明中学校磐田市立神明中学校磐田市立神明中学校磐田市立神明中学校 準優勝準優勝準優勝準優勝 代表代表代表代表

26 湖西市立鷲津中学校 優秀

27 浜松市立新津中学校 優秀

28 浜松市立清竜中学校 優秀

29 浜松市立可美中学校 優秀

30 磐田市立福田中学校 優秀

31 浜松市立丸塚中学校 優秀

32 浜松市立江西中学校 優秀
平成25年6月8日(土)　磐田市民文化会館



 第56回中部日本吹奏楽コンクール静岡県大会
　中学大編成の部　発表用

No 学　　校　　名 賞 代表
1 清水町立清水中学校 優秀

2 浜松市立江南中学校 優秀

3 函南町立函南中学校 棄権

4 掛川市立東中学校 優秀

5 静岡県立浜松西高等学校中等部 優秀

6 磐田市立豊田南中学校 優秀

7 浜松市立北星中学校 優秀

8 浜松市立富塚中学校 優秀

9 沼津市立金岡中学校 優秀

10 浜松市立湖東中学校 優秀

11 浜松市立八幡中学校 優秀

12121212 浜松市立高台中学校浜松市立高台中学校浜松市立高台中学校浜松市立高台中学校 優秀優秀優秀優秀 代表代表代表代表

13 浜松市立積志中学校 優秀

14 浜松市立細江中学校 優秀

15151515 浜松市立篠原中学校浜松市立篠原中学校浜松市立篠原中学校浜松市立篠原中学校 準優勝準優勝準優勝準優勝 代表代表代表代表

16 掛川市立西中学校 優秀

17 富士宮市立富士根南中学校 優秀

18 袋井市立袋井中学校 優秀

19191919 浜松市立開成中学校浜松市立開成中学校浜松市立開成中学校浜松市立開成中学校 優勝優勝優勝優勝 代表代表代表代表

20 浜松市立天竜中学校 優秀

21 浜松市立南陽中学校 優秀

22 掛川市立北中学校 優秀

23 御前崎市立浜岡中学校 優秀

24 浜松市立北浜中学校 優秀

25 浜松市立入野中学校 優秀

26 浜松市立曳馬中学校 優秀
平成25年6月9日(日)　磐田市民文化会館



平成２５年度　第５６回中部日本吹奏楽コンクール　静岡県大会　高等学校　大編成の部結果

Ｈ２５．６．２　浜松市教育文化会館

出演順 学校名 賞 正式名

1 静岡商業 優秀 静岡県立静岡商業高等学校

2 掛川東 優秀 県立掛川東高等学校

3 浜北西 優秀 静岡県立浜北西高等学校

4 浜松商業 準優勝 静岡県立浜松商業高等学校

5 浜松市立 優勝 浜松市立高等学校

6 浜松西 優秀 静岡県立浜松西高等学校

7 常葉学園菊川 優秀 常葉学園菊川中・高等学校

8 浜名 優秀 静岡県立浜名高等学校

優勝校・準優勝校は、本大会に出場します。

本大会は、１０月１２日（土）にアクトシティ浜松大ホールにて開催



平成２５年度　第５６回中部日本吹奏楽コンクール　静岡県大会　高等学校　小編成の部結果

Ｈ２５．６．２　浜松市教育文化会館

出演順 学校名 賞 正式名

1 三島 優秀 三島高等学校

2 浜松東 優秀 静岡県立浜松東高等学校

3 二俣 優秀 静岡県立二俣高等学校

4 浜松大平台 優秀 静岡県立浜松大平台高等学校　

5 沼津工業 優秀 静岡県立沼津工業高等学校

6 静岡城北 準優勝 静岡県立静岡城北高等学校

7 浜松修学舎 優秀 浜松修学舎高等学校

8 気賀 優秀 静岡県立気賀高等学校

9 聖隸ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 優秀 聖隷クリストファー中・高等学校

10 浜松江之島 優秀 静岡県立浜松江之島高等学校

11 小笠 優秀 静岡県立小笠高等学校

12 掛川工業 優秀 静岡県立掛川工業高等学校

13 浜松日体 優勝 浜松日体中・高等学校

14 磐田農業 優秀 静岡県立磐田農業高等学校

15 浜松城北工業 優秀 静岡県立浜松城北工業高等学校

16 浜松学芸 優秀 浜松学芸中学校・高等学校

17 オイスカ 優秀 オイスカ高等学校

18 遠江総合 優秀 静岡県立遠江総合高等学校

19 池新田 優秀 静岡県立池新田高等学校

優勝校・準優秀校は、本大会に出場します。

本大会は、１０月１２日（土）にアクトシティ浜松大ホールにて開催


