
第２９回中部日本個人・重奏コンテスト本大会　中学校部門　個人の部

NO 演奏者 ふりがな 楽器 団体名 賞 特別賞

1 鈴木遼生 すずきとおい フルート 江南市立宮田中学校      銀

2 湯谷　拓未 ゆうや　たくみ チューバ 加賀市立橋立中学校           銅

3 平林　沙羅 ひらばやし　さら マリンバ 松本市立鎌田中学校      銀

4 永井里奈 ながいりな オーボエ 豊橋市立東部中学校      銀

5 武田　澪 たけだみお トロンボーン 浜松市立湖東中学校           銅

6 岡崎　諒 おかざき　りょう ユーフォニアム 日進市立日進中学校      銀

7 関谷　桃香 せきや　ももか トロンボーン 神戸町立神戸中学校 金

8 岩田　唯花 いわた　ゆいか トランペット 日進市立日進中学校 金

9 片桐すみれ かたぎりすみれ ユーフォニアム 飯島町立飯島中学校      銀

10 兵藤志帆 ひょうどうしほ フルート 岡崎市立六ツ美北中学校      銀

11 清水香織 しみずかおり テューバ 浜松市立入野中学校           銅

12 丹治　花菜 たんじ　はな 弦バス 鈴鹿市立白子中学校 金 実行委員長

13 奥井　醇 おくい　じゅん サクソフォン 浜松市立西部中学校      銀

14 永田　汐梨 ながた　しおり クラリネット 日進市立日進中学校      銀

15 鳥山沙音 とりやまさと フルート 福井市成和中学校 金

16 三浦青葉 みうらあおば マリンバ 蒲郡市立蒲郡中学校      銀

17 惣島　桃 そうじま　もも サクソフォン 加賀市立東和中学校           銅

18 中村　樹生 なかむら　たつき ユーフォニアム 犬山市立東部中学校           銅

19 杉浦　綾佳 すぎうら　あやか フルート 高山市立朝日中学校      銀

20 種廣　思海 たねひろ　ことみ サクソフォン 一宮市立中部中学校      銀

21 竹内　ひな たけうち　ひな サクソフォン 津市立久居中学校      銀

22 石岡あやね いしおかあやね フルート 長野市立柳町中学校      銀

23 藤井　愛美 ふじい　まなみ マリンバ 伊豆の国市立長岡中学校           銅

24 栗原　菜摘 くりはら　なつみ オーボエ あま市立甚目寺南中学校      銀

25 竹内　希帆 たけうち　きほ フルート 越前市武生第一中学校      銀

26 成瀬　梨子 なるせ　りこ トランペット 岡崎市立新香山中学校      銀

27 南桃愛 みなみとわ クラリネット 伊賀市立崇広中学校      銀

28 佐藤　舞古都 さとう　まこと ホルン 滋賀大学教育学部附属中学校      銀

29 竹中　優歩 たけなか　ゆうほ サクソフォン 神戸町立神戸中学校           銅

30 寺田真凜 てらだ　まりん サクソフォン 静岡市立東豊田中学校      銀

31 伊藤修栄 いとうしゅうえい クラリネット 恵那市立恵那東中学校 金

32 竹内　ゆりの たけうち　ゆりの マリンバ 蒲郡市立形原中学校      銀

33 山田　太郎 やまだ　たろう 打楽器 津市立南が丘中学校      銀

34 横井　茂虎 よこい　しげとら フルート 湖南市立甲西北中学校 金

35 川村雄一郎 かわむらゆういちろう オーボエ 松本市立筑摩野中学校      銀

36 磯貝　春 いそがいしゅん マリンバ 碧南市立南中学校      銀

37 戸阪 心音 とさか ここね フルート 関市立武芸川中学校           銅

38 黒柳　月花 くろやなぎ　るか フルート 浜松市立庄内中学校      銀

39 新田　吏央 にった　りお マリンバ 弥富市立弥富中学校 金 理事長

40 近藤梓 こんどうあずさ オーボエ 千曲市立戸倉上山田中学校      銀

41 小田桐　佳音 おだぎり　かのん ユーフォニアム 知多市立中部中学校      銀

42 渡邉　羽麗 わたなべ　うらら クラリネット 長泉町立長泉中学校      銀

43 木村航作 きむらこうさく テューバ 東郷町立東郷中学校 金

44 椎木　優衣 しいのき　ゆい サクソフォン 加賀市立東和中学校 金

45 丹羽　心愛 にわ　ここあ オーボエ 犬山市立城東中学校 金

46 小木曽　愛華 おぎそ　あいか マリンバ 大垣市立赤坂中学校      銀

47 長井　夏七 ながい　なつな ピッコロ 豊橋市立吉田方中学校 金

48 浜野　優里香 はまの　ゆりか フルート 伊東市立宇佐美中学校 金

49 岡田　晴希 おかだ　はるき ユーフォニアム 大垣市立東中学校 金

50 吉村　歩美 よしむら　あゆみ フルート 鯖江市中央中学校 金

51 小島梨世 こじまりせ フルート 西尾市立鶴城中学校 金

52 五家　愛美 ごか　まなみ クラリネット 四日市市立南中学校      銀

53 木伏笑菜 きぶしえみな クラリネット 長野市立柳町中学校      銀

54 麦沢　菜穂 むぎさわ　なほ オーボエ 名古屋市立神丘中学校 金 中日新聞社

55 浜崎菜七子 はまざき　ななこ フルート 静岡市立東豊田中学校 金

56 水谷　都子 みずたに　とこ サクソフォン 弥富市立弥富中学校      銀

57 上田　歩阿 うえだ　ふあ フルート 長浜市立西中学校 金

58 竹野　結衣 たけの　ゆい マリンバ 白山市立美川中学校      銀

59 山田　英里 やまだ　えり トランペット 北名古屋市立西春中学校           銅

60 井川　絢視 いかわ　あやみ ピッコロ 鈴鹿市立白子中学校 金


