
第２９回中部日本個人・重奏コンテスト本大会　高等学校部門　個人の部

NO 演奏者 ふりがな 楽器 団体名 賞 特別賞

1 田中佑奈 たなかゆうな テューバ 中部大学春日丘高等学校           銅

2 前津　玲奈 まえづ　れな サクソフォン 岐阜県立大垣北高等学校      銀

3 加納　央都 かのう　ひろと オーボエ 愛知県立岡崎高等学校      銀

4 竹内　理絵 たけうち　りえ フルート 長野日本大学高等学校      銀

5 齋藤美邑 さいとうみゆう クラリネット 愛知県立西尾高等学校           銅

6 渡曾　郁歌 わたらい　ふみか フルート 岐阜県立多治見高等学校           銅

7 尾藤 樹斗 びとう みきと 打楽器 愛知県立熱田高等学校           銅

8 髙橋　芹奈 たかはし　せりな ファゴット 三重県立白子高等学校      銀

9 竹内　優花 たけうち　ゆうか サクソフォン 愛知県立阿久比高等学校      銀

10 朝比奈瑶子 あさひなようこ オーボエ 静岡県立浜名高等学校      銀

11 早野　舞花 はやの　まいか トランペット 岐阜県立多治見北高等学校           銅

12 藤岡咲希 ふじおかさき オーボエ 愛知県立一宮西高等学校 金

13 赤羽　穂乃花 あかはね　ほのか トランペット 長野県松本深志高等学校 金

14 安嶋　美裕 やすしま　みひろ フルート 石川県立金沢桜丘高等学校 金

15 浅井　大揮 あさい　だいき クラリネット 福井県立藤島高等学校           銅

16 高野真帆 たかのまほ トロンボーン 長野県長野高等学校      銀

17 髙須　彩加 たかす　あやか ユーフォニアム 愛知県立岡崎高等学校           銅

18 宮下　奈緒 みやした　なお マリンバ 長野県松本県ヶ丘高等学校      銀

19 谷口奈々香 たにぐちななか マリンバ 愛知県立時習館高等学校      銀

20 和田　奈於 わだ　なお クラリネット 岐阜県立大垣北高等学校      銀

21 目加田　寛香 めかだ　ひろか クラリネット 滋賀県立河瀬高等学校      銀

22 脇山純名 わきやまあやな ホルン 修文女子高等学校 金

23 服部太郎 はっとりたろう マリンバ 静岡県立浜松西高等学校 金

24 仲谷葵 なかやあおい サクソフォン 愛知県立瀬戸西高等学校      銀

25 喜多麻尋 きたまひろ トランペット 三重県立松阪高等学校      銀

26 恵比須　雪乃 えびす　ゆきの ホルン 小松市立高等学校 金

27 清水　智葉 しみず　さとは マリンバ 愛知県立豊橋東高等学校      銀

28 菊本　利久也 きくもと　りくや 弦バス 三重県立白子高等学校      銀

29 横澤ほの香 よこさわほのか ユーフォニアム 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 金

30 中津川輝 なかつがわひかる サクソフォン 静岡県立浜松湖南高等学校 金 実行委員長

31 勝野　友葵 かつの　ともき サクソフォン 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 金

32 石倉　雄太 いしくら　ゆうた ユーフォニアム 長野県小諸高等学校 金 中日新聞社

33 天野　萌絵 あまの　もえ フルート 福井県立藤島高等学校      銀

34 米津　晴捺 よねつ　はるな クラリネット 岐阜県立岐阜商業高等学校           銅

35 芥川美祐 あくたがわみゆ ファゴット 静岡県立浜名高等学校      銀

36 間瀬　奏絵 ませ　かなえ トランペット 愛知県立刈谷高等学校      銀

37 南　貴也 みなみ　たかや サクソフォン 石川県立金沢錦丘中学校 金

38 中子　由梨香 なかこ　ゆりか サクソフォン 皇學館高等学校      銀

39 小林　純菜 こばやし　じゅんな サクソフォン 長野県小諸高等学校      銀

40 間瀬百華 ませももか オーボエ 安城学園高等学校      銀

41 月本日菜子 つきもとひなこ ホルン 浜松学芸高等学校 金

42 川邊　涼夏 かわべ　りょうか クラリネット 三重県立神戸高等学校      銀

43 植木佑亮 うえきゆうすけ トランペット 愛知県立高蔵寺高等学校           銅

44 伊地知朋恵 いじちともえ クラリネット 滋賀県立大津高等学校           銅

45 板東　威吹 ばんどう　いぶき トランペット 名古屋市立名東高等学校      銀

46 西　愛弥 にし　まなや サクソフォン 岐阜県立飛騨高山高等学校      銀

47 川瀬奏子 かわせかなこ サクソフォン 愛知県立岡崎西高等学校      銀

48 鈴木　啓太 すずき　けいた サクソフォン 三重県立四日市高等学校      銀

49 磯貝　安曇 いそがい　あづみ サクソフォン 愛知県立刈谷北高等学校      銀

50 酒井　遥香 さかい　はるか サクソフォン 福井工業大学附属福井高等学校      銀

51 渡辺　莉代 わたなべ　りよ ユーフォニアム 愛知県立一宮高等学校      銀

52 田島輝乃 たじまあきの クラリネット 近江兄弟社高等学校 TO失格

53 米澤　海人 よねざわ　かいと サクソフォン 名古屋大谷高等学校 金

54 松尾　百優美 まつお　もゆみ フルート 松商学園高等学校      銀

55 加藤美翔 かとうみか トランペット 愛知県立西春高等学校           銅

56 小林静詠 こばやしさえ クラリネット 長野県長野東高等学校 金

57 藤原　つづみ ふじわら　つづみ フルート 岐阜県立大垣北高等学校      銀

58 村上恵太郎 むらかみけいたろう フルート 静岡県立静岡高等学校 金 理事長

59 阿部姫佳 あべひめか クラリネット 三重県立神戸高等学校 金

60 土持志織 つちもちしおり フルート 静岡市立清水桜が丘高等学校 金

61 武　蒼一郎 たけ　そういちろう 打楽器 岐阜県立多治見北高等学校      銀

62 伊藤　愛梨 いとう　あいり フルート 愛知県立丹羽高等学校 金


