
中学校部門　個人の部
出演 団　体　名 編成 賞 代表

1 沼津市立愛鷹中学校 打楽器独奏 銅賞

2 富士市立岩松中学校 シロフォン独奏 金賞

3 湖西市立湖西中学校 マリンバ独奏 銀賞

4 沼津市立愛鷹中学校 マリンバ独奏 銀賞

5 富士市立富士川第一中学校 マリンバ独奏 金賞

6 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 銀賞

7 浜松市立麁玉中学校 フルート独奏 銀賞

8 浜松市立江西中学校 フルート独奏 銅賞

9 浜松市立八幡中学校 フルート独奏 銀賞

10 浜松市立北浜中学校 フルート独奏 金賞

11 湖西市立湖西中学校 フルート独奏 金賞

12 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 銀賞

13 島田市立初倉中学校 フルート独奏 金賞

14 浜松市立北浜中学校 フルート独奏 ※

15 富士市立田子浦中学校 フルート独奏 銅賞

16 袋井市立袋井南中学校 フルート独奏 銀賞

17 富士市立岩松中学校 フルート独奏 銀賞

18 磐田市立城山中学校 フルート独奏 銀賞

19 浜松市立八幡中学校 フルート独奏 銅賞

20 沼津市立愛鷹中学校 フルート独奏 金賞

21 浜松市立曳馬中学校 オーボエ独奏 銅賞

22 静岡市立安東中学校 オーボエ独奏 ※

23 浜松市立開成中学校 オーボエ独奏 銀賞

24 浜松市立富塚中学校 オーボエ独奏 銀賞

25 浜松市立与進中学校 オーボエ独奏 金賞

26 静岡市立長田西中学校 オーボエ独奏 銅賞

27 浜松市立開成中学校 オーボエ独奏 金賞

28 浜松市立曳馬中学校 ファゴット独奏 銀賞

29 浜松市立与進中学校 ファゴット独奏 銅賞

30 浜松市立開成中学校 ファゴット独奏 銀賞

31 静岡市立安東中学校 クラリネット独奏 ※

32 静岡市立観山中学校 クラリネット独奏 銀賞

33 富士市立岩松中学校 クラリネット独奏 銀賞

34 磐田市立豊田南中学校 クラリネット独奏 銅賞

35 袋井市立周南中学校 クラリネット独奏 金賞

36 静岡市立安東中学校 クラリネット独奏 銀賞

37 磐田市立豊田南中学校 クラリネット独奏 銅賞

38 富士市立田子浦中学校 クラリネット独奏 銅賞

39 浜松市立江西中学校 クラリネット独奏 銅賞

40 湖西市立鷲津中学校 クラリネット独奏 銀賞

41 湖西市立湖西中学校 クラリネット独奏 銅賞

42 浜松市立富塚中学校 クラリネット独奏 銅賞

43 富士宮市立富士宮第一中学校 クラリネット独奏 銀賞

44 静岡市立観山中学校 クラリネット独奏 銅賞

45 湖西市立鷲津中学校 バスクラリネット独奏 金賞

46 富士市立岩松中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

47 湖西市立湖西中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

48 磐田市立城山中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

49 浜松市立西部中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

50 浜松市立麁玉中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

51 袋井市立周南中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞 代表

52 静岡市立安東中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

53 浜松市立江西中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

54 湖西市立湖西中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

55 静岡市立観山中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

56 浜松市立西部中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

57 浜松市立富塚中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞
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58 袋井市立周南中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

59 浜松市立富塚中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

60 富士市立岩松中学校 バリトンサクソフォン独奏 銅賞

61 長泉町立北中学校 バリトンサクソフォン独奏 金賞

62 浜松市立北浜中学校 トランペット独奏 銀賞

63 磐田市立城山中学校 トランペット独奏 銀賞

64 静岡市立観山中学校 トランペット独奏 銀賞

65 静岡市立安東中学校 トランペット独奏 銀賞

66 磐田市立豊田南中学校 トランペット独奏 銅賞

67 袋井市立周南中学校 トランペット独奏 金賞 代表

68 富士市立田子浦中学校 トランペット独奏 金賞

69 袋井市立袋井南中学校 ホルン独奏 銀賞

70 磐田市立豊田南中学校 ホルン独奏 銅賞

71 湖西市立白須賀中学校 ホルン独奏 銅賞

72 浜松市立富塚中学校 トロンボーン独奏 銅賞

73 浜松市立与進中学校 トロンボーン独奏 銀賞

74 静岡市立観山中学校 トロンボーン独奏 銅賞

75 湖西市立鷲津中学校 トロンボーン独奏 銀賞

76 湖西市立白須賀中学校 トロンボーン独奏 銀賞

77 浜松市立麁玉中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞

78 湖西市立鷲津中学校 ユーフォニアム独奏 金賞

79 浜松市立天竜中学校 ユーフォニアム独奏 金賞

80 袋井市立周南中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞

81 湖西市立鷲津中学校 チューバ独奏 銀賞

82 磐田市立城山中学校 チューバ独奏 銀賞

83 磐田市立豊田南中学校 チューバ独奏 金賞

84 浜松市立麁玉中学校 テューバ独奏 金賞 代表

85 磐田市立城山中学校 チューバ独奏 金賞

86 浜松市立与進中学校 コントラバス独奏 銀賞

87 浜松市立八幡中学校 コントラバス独奏 銀賞

88 浜松市立高台中学校 コントラバス独奏 金賞 代表

89 浜松市立高台中学校 コントラバス独奏 金賞

90 浜松市立開成中学校 コントラバス独奏 銀賞

91 静岡県立浜松西高等学校中等部 マリンバ独奏 金賞 代表

92 浜松市立細江中学校 打楽器独奏 金賞

93 静岡市立東豊田中学校 フルート独奏 銀賞

94 沼津市立第四中学校 フルート独奏 銀賞

95 浜松市立北浜東部中学校 フルート独奏 銅賞

96 磐田市立福田中学校 フルート独奏 銀賞

97 浜松市立積志中学校 フルート独奏 銅賞

98 清水町立南中学校 フルート独奏 銀賞

99 清水町立南中学校 フルート独奏 銀賞

100 浜松市立湖東中学校 フルート独奏 金賞

101 浜松市立神久呂中学校 フルート独奏 銀賞

102 磐田市立福田中学校 フルート独奏 銅賞

103 磐田市立豊田中学校 フルート独奏 銅賞

104 浜松市立湖東中学校 フルート独奏 金賞

105 浜松市立中部中学校 フルート独奏 金賞

106 浜松市立北星中学校 フルート独奏 金賞 代表

107 静岡市立東豊田中学校 フルート独奏 金賞

108 静岡県立浜松西高等学校中等部 オーボエ独奏 金賞

109 浜松市立篠原中学校 オーボエ独奏 銀賞

110 浜松市立三方原中学校 オーボエ独奏 銀賞

111 浜松市立湖東中学校 オーボエ独奏 銀賞

112 浜松市立三方原中学校 オーボエ独奏 銅賞

113 浜松市立細江中学校 オーボエ独奏 銀賞

114 浜松市立北星中学校 オーボエ独奏 金賞
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115 富士市立富士南中学校 ファゴット独奏 銅賞

116 袋井市立浅羽中学校 クラリネット独奏 銅賞

117 磐田市立豊田中学校 クラリネット独奏 銅賞

118 浜松市立細江中学校 クラリネット独奏 銅賞

119 浜松市立浜名中学校 クラリネット独奏 銅賞

120 浜松市立北浜東部中学校 クラリネット独奏 銀賞

121 静岡市立東豊田中学校 クラリネット独奏 金賞

122 浜松市立浜北北部中学校 クラリネット独奏 銀賞

123 富士市立富士南中学校 クラリネット独奏 銀賞

124 浜松市立湖東中学校 クラリネット独奏 金賞

125 浜松市立篠原中学校 クラリネット独奏 金賞

126 浜松市立東陽中学校 クラリネット独奏 金賞 代表

127 磐田市立福田中学校 クラリネット独奏 銀賞

128 袋井市立浅羽中学校 クラリネット独奏 銀賞

129 富士市立富士南中学校 クラリネット独奏 金賞 代表

130 浜松市立細江中学校 バスクラリネット独奏 銀賞

131 浜松市立北浜東部中学校 バスクラリネット独奏 銅賞

132 藤枝市立高洲中学校 アルトサクソフォン独奏 金賞

133 清水町立南中学校 ソプラノサクソフォン独奏 金賞

134 湖西市立岡崎中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

135 浜松市立湖東中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

136 浜松市立積志中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

137 浜松市立神久呂中学校 アルトサクソフォン独奏 銅賞

138 浜松市立浜北北部中学校 アルトサクソフォン独奏 銀賞

139 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

140 富士市立鷹岡中学校 アルトサクソフォン独奏 ＊

141 磐田市立豊田中学校 テナーサクソフォン独奏 銀賞

142 静岡市立由比中学校 テナーサクソフォン独奏 金賞

143 袋井市立浅羽中学校 バリトンサクソフォン独奏 銀賞

144 浜松市立北浜東部中学校 バリトンサクソフォン独奏 金賞

145 浜松市立篠原中学校 トランペット独奏 金賞 代表

146 磐田市立福田中学校 トランペット独奏 金賞

147 浜松市立水窪中学校 トランペット独奏 銀賞

148 浜松市立中部中学校 トランペット独奏 銅賞

149 浜松市立神久呂中学校 トランペット独奏 銅賞

150 浜松市立三方原中学校 トランペット独奏 金賞

151 浜松市立浜名中学校 トランペット独奏 銀賞

152 静岡市立籠上中学校 トランペット独奏 銀賞

153 浜松市立北星中学校 トランペット独奏 銀賞

154 浜松市立東部中学校 トランペット独奏 銀賞

155 湖西市立岡崎中学校 トランペット独奏 銅賞

156 浜松市立積志中学校 トランペット独奏 ＊

157 富士市立鷹岡中学校 ホルン独奏 銅賞

158 静岡市立清水第三中学校 ホルン独奏 銀賞

159 磐田市立豊田中学校 ホルン独奏 銀賞

160 浜松市立北浜東部中学校 ホルン独奏 銅賞

161 浜松市立神久呂中学校 トロンボーン独奏 銅賞

162 浜松市立細江中学校 トロンボーン独奏 金賞

163 浜松市立北星中学校 ユーフォニアム独奏 金賞

164 磐田市立豊田中学校 ユーフォニアム独奏 銅賞

165 清水町立南中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞

166 浜松市立水窪中学校 ユーフォニアム独奏 銅賞

167 浜松市立神久呂中学校 ユーフォニアム独奏 銅賞

168 浜松市立浜北北部中学校 ユーフォニアム独奏 銀賞

169 湖西市立岡崎中学校 チューバ独奏 銅賞

170 浜松市立浜名中学校 チューバ独奏 銅賞

171 清水町立南中学校 チューバ独奏 銅賞
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172 浜松市立東部中学校 チューバ独奏 銅賞

173 藤枝市立高洲中学校 コントラバス独奏 金賞

174 浜松市立三方原中学校 コントラバス独奏 銀賞

175 浜松市立南陽中学校 コントラバス独奏 銀賞

176 磐田市立福田中学校 コントラバス独奏 金賞

177 浜松市立三方原中学校 コントラバス独奏 銀賞

178 浜松市立北星中学校 コントラバス独奏 金賞

179 浜松市立篠原中学校 コントラバス独奏 金賞

※：タイムオーバー ＊：棄権
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1 掛川市立城東中学校 打楽器二重奏 銅賞

2 浜松市立江西中学校 打楽器二重奏 銀賞

3 浜松市立高台中学校 打楽器三重奏 金賞

4 掛川市立桜が丘中学校 打楽器三重奏 銀賞

5 湖西市立白須賀中学校 打楽器四重奏 銀賞

6 浜松市立麁玉中学校 打楽器四重奏 金賞 代表

7 袋井市立袋井南中学校 打楽器五重奏 金賞 代表

8 長泉町立北中学校 フルート二重奏 銀賞

9 浜松市立天竜中学校 フルート二重奏 金賞

10 富士市立吉原第一中学校 フルート二重奏 銀賞

11 菊川市立菊川西中学校 フルート二重奏 銅賞

12 浜松市立曳馬中学校 フルート三重奏 金賞

13 磐田市立豊田南中学校 フルート三重奏 銅賞

14 浜松市立富塚中学校 フルート三重奏 銅賞

15 富士宮市立富士宮第一中学校 フルート三重奏 銀賞

16 浜松市立与進中学校 フルート三重奏 金賞

17 浜松市立開成中学校 フルート四重奏 金賞

18 浜松市立南部中学校 フルート四重奏 金賞

19 浜松市立丸塚中学校 フルート四重奏 銀賞

20 浜松市立北浜中学校 クラリネット三重奏 銀賞

21 富士宮市立大富士中学校 クラリネット五重奏 銅賞

22 浜松市立高台中学校 クラリネット五重奏 金賞 代表

23 長泉町立北中学校 クラリネット五重奏 金賞

24 浜松市立麁玉中学校 クラリネット五重奏 金賞

25 磐田市立城山中学校 クラリネット五重奏 銅賞

26 沼津市立愛鷹中学校 クラリネット六重奏 銅賞

27 浜松市立与進中学校 クラリネット六重奏 銀賞

28 静岡市立長田西中学校 クラリネット八重奏 銅賞

29 沼津市立愛鷹中学校 サクソフォン二重奏 銀賞

30 富士宮市立富士宮第四中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

31 磐田市立豊田南中学校 サクソフォン四重奏 銅賞

32 浜松市立開成中学校 サクソフォン四重奏 金賞

33 菊川市立菊川西中学校 サクソフォン四重奏 銅賞

34 湖西市立鷲津中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

35 伊豆の国市立長岡中学校 サクソフォン四重奏 銅賞

36 浜松市立与進中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

37 富士宮市立富士宮第一中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

38 袋井市立袋井南中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

39 掛川市立城東中学校 木管三重奏 銅賞

40 静岡市立観山中学校 木管三重奏 金賞

41 掛川市立桜が丘中学校 木管五重奏 銅賞

42 湖西市立白須賀中学校 木管五重奏 銅賞

43 静岡市立観山中学校 混成三重奏 銅賞

44 浜松市立光が丘中学校 混成三重奏 銅賞

45 湖西市立鷲津中学校 混成四重奏 銅賞

46 富士宮市立富士宮第四中学校 混成四重奏 銅賞

47 湖西市立鷲津中学校 混成五重奏 銀賞

48 浜松市立光が丘中学校 混成六重奏 銅賞

49 富士市立岩松中学校 混成六重奏 銅賞

50 浜松市立佐鳴台中学校 混成八重奏 金賞

51 浜松市立北部中学校 混成八重奏 銀賞

52 長泉町立北中学校 金管三重奏 銀賞

53 藤枝市立葉梨中学校 ホルン三重奏 銅賞

54 浜松市立曳馬中学校 金管四重奏 銅賞

55 富士市立岩松中学校 金管四重奏 銅賞

56 湖西市立白須賀中学校 金管四重奏 銀賞

57 浜松市立開成中学校 金管五重奏 金賞
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58 菊川市立菊川西中学校 金管五重奏 銅賞

59 湖西市立湖西中学校 金管五重奏 銅賞

60 浜松市立麁玉中学校 金管七重奏 銀賞

61 浜松市立南部中学校 金管七重奏 金賞

62 磐田市立豊田南中学校 金管八重奏 銀賞

63 富士宮市立富士宮第一中学校 金管八重奏 金賞

64 静岡市立観山中学校 金管八重奏 銀賞

65 沼津市立愛鷹中学校 金管八重奏 銀賞

66 富士宮市立大富士中学校 金管八重奏 銅賞

67 浜松市立西部中学校 金管八重奏 銅賞

68 掛川市立桜が丘中学校 金管八重奏 銅賞

69 浜松市立北部中学校 金管十重奏 銅賞

70 磐田市立豊田中学校 打楽器二重奏 銀賞

71 浜松市立積志中学校 マリンバ二重奏 金賞

72 浜松市立蜆塚中学校 打楽器三重奏 金賞 代表

73 浜松市立神久呂中学校 打楽器三重奏 金賞

74 浜松市立東陽中学校 打楽器三重奏 金賞

75 浜松市立浜北北部中学校 打楽器四重奏 銀賞

76 浜松市立北星中学校 打楽器五重奏 金賞

77 浜松市立湖東中学校 打楽器六重奏 銀賞

78 函南町立東中学校 フルート二重奏 銀賞

79 湖西市立岡崎中学校 フルート二重奏 銅賞

80 袋井市立浅羽中学校 フルート二重奏 銅賞

81 浜松市立蜆塚中学校 フルート三重奏 金賞

82 浜松市立三方原中学校 フルート三重奏 金賞

83 浜松市立南陽中学校 フルート三重奏 金賞

84 浜松市立浜北北部中学校 フルート三重奏 銅賞

85 沼津市立第三中学校 フルート三重奏 銅賞

86 浜松市立篠原中学校 フルート四重奏 金賞 代表

87 浜松市立東部中学校 フルート五重奏 銀賞

88 浜松市立中部中学校 クラリネット二重奏 銀賞

89 掛川市立北中学校 クラリネット三重奏 銀賞

90 函南町立東中学校 クラリネット三重奏 銀賞

91 静岡県立浜松西高等学校中等部 クラリネット四重奏 銀賞

92 浜松市立北星中学校 クラリネット五重奏 金賞

93 浜松市立南陽中学校 クラリネット八重奏 金賞

94 富士宮市立富士根南中学校 クラリネット八重奏 金賞

95 掛川市立北中学校 サクソフォン二重奏 銀賞

96 沼津市立金岡中学校 サクソフォン三重奏 ＊

97 浜松市立浜北北部中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

98 浜松市立篠原中学校 サクソフォン四重奏 金賞 代表

99 沼津市立第三中学校 サクソフォン四重奏 金賞

100 浜松市立南陽中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

101 浜松市立浜名中学校 サクソフォン四重奏 銀賞

102 浜松市立細江中学校 サクソフォン四重奏 金賞

103 浜松市立蜆塚中学校 サクソフォン五重奏 金賞

104 浜松市立積志中学校 木管三重奏 銀賞

105 沼津市立第三中学校 木管三重奏 銅賞

106 浜松市立三ヶ日中学校 木管三重奏 銅賞

107 掛川市立大浜中学校 木管八重奏 銀賞

108 浜松市立東陽中学校 木管八重奏 金賞

109 富士宮市立富士根南中学校 木管九重奏 銀賞

110 静岡市立大里中学校 混成三重奏 銀賞

111 浜松市立神久呂中学校 混成四重奏 銅賞

112 浜松市立神久呂中学校 混成五重奏 銅賞

113 浜松市立北浜東部中学校A 混成八重奏 金賞

114 浜松市立北浜東部中学校B 混成八重奏 銀賞
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115 浜松市立入野中学校 混成十重奏 銀賞

116 浜松市立三方原中学校 ホルン二重奏 金賞

117 富士宮市立富士根南中学校 ホルン二重奏 銀賞

118 湖西市立岡崎中学校 金管二重奏 銅賞

119 浜松市立浜名中学校 トランペット三重奏 銀賞

120 浜松市立浜名中学校 トロンボーン三重奏 銀賞

121 静岡市立大里中学校 金管三重奏 銀賞

122 浜松市立湖東中学校 トロンボーン四重奏 金賞

123 浜松市立湖東中学校 バリ･チューバ五重奏 金賞

124 浜松市立積志中学校 金管五重奏 銀賞

125 浜松市立三方原中学校 金管五重奏 銀賞

126 掛川市立大浜中学校 金管六重奏 銀賞

127 浜松市立北浜東部中学校 金管六重奏 金賞

128 浜松市立東部中学校 金管八重奏 銀賞

129 磐田市立南部中学校 金管八重奏 銀賞

130 掛川市立北中学校 金管八重奏 銅賞

131 静岡市立大里中学校 金管八重奏 銀賞

132 浜松市立東陽中学校 金管八重奏 金賞

133 函南町立東中学校 金管八重奏 銀賞

134 袋井市立浅羽中学校 金管八重奏 銀賞

135 静岡市立東豊田中学校 金管十重奏 金賞

136 静岡県立浜松西高等学校中等部 コントラバス二重奏 銀賞

一般部門　重奏の部
一般アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 金賞 代表


