
※朝日新聞社用に編成名を省略せず掲載しています。

部門 順 県 団体 編成 結果

代表○

朝日新聞

社賞◎

1 岐阜 中部学院大学 木管四重奏 金

2 長野 信州大学 クラリネット三重奏 金

3 静岡 静岡大学 打楽器五重奏 　　銀

4 三重 三重大学 打楽器五重奏 　　  　銅

5 三重 三重大学 フルート四重奏 　　  　銅

6 愛知 愛知教育大学 サクソフォン四重奏 　　銀

7 岐阜 中部学院大学 サクソフォン四重奏 　　銀

8 長野 信州大学 打楽器八重奏 金

9 岐阜 朝日大学 管打七重奏 　　銀

10 愛知 愛知教育大学 金管五重奏 　　銀

11 静岡 静岡大学 金管八重奏 金 ◎

1 岐阜 各務野さくらマーチングバンド 金管七重奏 優秀

2 愛知 碧南市立棚尾小学校 打楽器六重奏 優秀

3 三重 鈴鹿市立神戸小学校 管打八重奏 優秀

4 愛知 碧南市立棚尾小学校 サクソフォン四重奏 優秀 ◎

5 三重 鈴鹿市立玉垣小学校 打楽器三重奏 優秀

1 岐阜 各務原市立鵜沼中学校 打楽器三重奏 　　銀

2 三重 川越町立川越中学校 金管八重奏 　　銀

3 愛知 岡崎市立六ツ美中学校 金管八重奏 金 ○

4 静岡 浜松市立湖東中学校 クラリネット八重奏 金

5 長野 長野市立柳町中学校 金管八重奏 　　  　銅

6 愛知 愛西市立佐織中学校 木管八重奏 　　  　銅

7 三重 四日市市立内部中学校 金管八重奏 　　  　銅

8 長野 千曲市立更埴西中学校 打楽器三重奏 金

9 長野 松本市立鎌田中学校 金管八重奏 金 ◎

10 静岡 浜松日体中学校 木管八重奏 　　銀

11 岐阜 可児市立中部中学校 打楽器六重奏 　　  　銅

12 岐阜 大垣市立東中学校 打楽器四重奏 　　銀

13 愛知 日進市立日進中学校 木管八重奏 金

14 静岡 浜松市立富塚中学校 クラリネット六重奏 　　  　銅

15 岐阜 大垣市安八郡安八町組合立東安中学校 サクソフォン四重奏 　　  　銅

16 長野 長野市立裾花中学校 金管八重奏 　　銀

17 三重 桑名市立陽和中学校 木管八重奏 　　銀

18 岐阜 池田町立池田中学校 金管八重奏 　　  　銅

19 三重 桑名市立光陵中学校 サクソフォン五重奏 　　銀

20 長野 長野市立東北中学校 クラリネット五重奏 金

21 岐阜 池田町立池田中学校 打楽器七重奏 　　銀

22 愛知 岡崎市立竜海中学校 打楽器六重奏 　　銀

23 愛知 豊川市立中部中学校 フルート四重奏 　　銀

24 三重 四日市市立内部中学校 木管八重奏 　　銀

25 静岡 静岡市立清水袖師中学校 管打五重奏 　　銀

26 静岡 富士市立富士南中学校 クラリネット五重奏 　　銀
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※朝日新聞社用に編成名を省略せず掲載しています。

部門 順 県 団体 編成 結果

代表○

朝日新聞

社賞◎

1 岐阜 大垣ブラスカンパニー 金管八重奏 　　  　銅

2 愛知 東海市吹奏楽団 クラリネット八重奏 　　銀

3 静岡 清水ウィンドオーケストラ 金管八重奏 　　銀

4 愛知 ルロウブラスオルケスター 木管八重奏 金

5 愛知 Nisshin Wind Orchestra クラリネット四重奏 　　銀

6 岐阜 楽楽嬉音楽隊・岐阜 金管八重奏 　　  　銅

7 三重 上野ウインドアンサンブル 木管三重奏 　　  　銅

8 長野 長野市民吹奏楽団 フルート三重奏 　　  　銅

9 静岡 浜松交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 　　銀

10 岐阜 岐阜ブラスオルケスター 打楽器六重奏 　　銀

11 静岡 浜松交響吹奏楽団 金管八重奏 金 ○

12 三重 江戸橋ブラスアンサンブル バリ・テューバ五重奏 金

13 長野 アンサンブル　ルレーヴ フルート三重奏 金

14 静岡 ヤマハ吹奏楽団 金管五重奏 金 ◎

15 三重 上野ウインドアンサンブル サクソフォン四重奏 金

16 愛知 東海市吹奏楽団 金管八重奏 　　銀

17 静岡 アンサンブルOCL クラリネット四重奏 金

18 愛知 豊田楽友協会吹奏楽団 木管三重奏 金

19 長野 ソノール・クラリネットアンサンブル クラリネット八重奏 金

20 岐阜 Ensemble　Kit’s 金管八重奏 　　  　銅

21 三重 S.H.O.吹奏楽団 打楽器五重奏 　　銀

22 岐阜 楽楽嬉音楽隊・岐阜 クラリネット四重奏 　　  　銅

23 愛知 The Bassoons バスーン三重奏 　　銀

24 長野 フルートコンソートソノリテ フルート四重奏 　　銀

25 静岡 Honey Horns Ensemble 金管八重奏 　　銀

1 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校 打楽器三重奏 　　  　銅

2 愛知 光ヶ丘女子高等学校 フルート四重奏 金

3 静岡 静岡県立浜松湖南高等学校 フルート三重奏 　　銀

4 静岡 静岡雙葉高等学校 木管三重奏 　　銀

5 岐阜 関高等学校 フルート三重奏 　　  　銅

6 三重 皇學館高等学校 木管八重奏 　　  　銅

7 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校 木管八重奏 　　  　銅

8 長野 長野県小諸高等学校 金管八重奏 　　銀

9 長野 長野県長野東高等学校 金管八重奏 金 ◎

10 愛知 愛知工業大学名電高等学校 フルート四重奏 金

11 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 打楽器七重奏 　　銀

12 三重 三重県立神戸高等学校 金管八重奏 　　銀

13 愛知 愛知工業大学名電高等学校 管打八重奏 　　銀

14 三重 三重県立白子高等学校 打楽器八重奏 金 ○

15 三重 三重県立神戸高等学校 サクソフォン四重奏 　　銀

16 岐阜 岐阜県立加茂高等学校 打楽器七重奏 　　銀

17 三重 三重県立白子高等学校 金管八重奏 　　  　銅

18 静岡 静岡県立浜松湖南高等学校 サクソフォン四重奏 　　銀

19 岐阜 飛騨学園高山西高等学校 フルート四重奏 　　銀

20 長野 長野県小諸高等学校 金管八重奏 金

21 愛知 光ヶ丘女子高等学校 クラリネット八重奏 金

22 愛知 安城学園高等学校 打楽器八重奏 金

23 長野 長野県上田高等学校 打楽器七重奏 金

24 岐阜 飛騨学園高山西高等学校 サクソフォン四重奏 　　  　銅

25 長野 長野県飯田高等学校 木管八重奏 　　銀

26 静岡 静岡県立沼津商業高等学校 クラリネット四重奏 　　銀
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