
NO 楽器 所属 賞 特別賞 順位
1 オーボエ 浜松市⽴南陽中学校 ⾦ 7
2 マリンバ 東近江市⽴船岡中学校   銅 57
3 打楽器 ⼤町市⽴第⼀中学校 ⾦ 9
4 フルート ⾦沢市⽴兼六中学校 ⾦ 9
5 クラリネット 豊橋市⽴吉⽥⽅中学校  銀 44
6 フルート 坂井市⽴春江中学校  銀 48
7 クラリネット 養⽼町⽴⾼⽥中学校   銅 61
8 フルート 四⽇市市⽴南中学校  銀 19
9 ユーフォニアム 中津川市⽴第⼀中学校  銀 39
10 トランペット 静岡県⽴浜松⻄⾼等学校中等部  銀 19
11 フルート ⽇進市⽴⽇進中学校  銀 27
12 フルート 神⼾町⽴神⼾中学校  銀 13
13 ユーフォニアム 松本市⽴鎌⽥中学校  銀 27
14 アルトサクソフォン 稲沢市⽴⼤⾥東中学校  銀 19
15 クラリネット ⾼⼭市⽴中⼭中学校   銅 59
16 フルート 近江兄弟社中学校   銅 54
17 フルート 浜松市⽴麁⽟中学校  銀 38
18 バリトンサクソフォン 内灘町⽴内灘中学校  銀 39
19 ホルン 磐⽥市⽴豊⽥南中学校  銀 13
20 アルトサクソフォン 内灘町⽴内灘中学校  銀 19
21 アルトサクソフォン 安曇野市⽴三郷中学校  銀 13
22 トランペット 松阪市⽴三雲中学校   銅 51
23 トランペット 安城市⽴篠⽬中学校 ⾦ 4
24 フルート ⼟岐市⽴⼟岐津中学校  銀 32
25 フルート 碧南市⽴南中学校 ⾦ 実⾏委員⻑ 3
26 フルート 豊橋市⽴⻘陵中学校  銀 13
27 クラリネット 磐⽥市⽴豊⽥南中学校  銀 39
28 フルート 富⼠市⽴富⼠南中学校 ⾦ 9
29 オーボエ 名古屋市⽴はとり中学校 ⾦ 7
30 マリンバ 蒲郡市⽴蒲郡中学校 ⾦ 4
31 フルート 信州⼤学教育学部附属松本中学校 ⾦ 4
32 フルート 静岡市⽴安東中学校  銀 35
33 フルート 豊⽥市⽴益富中学校  銀 46
34 トロンボーン 名古屋市⽴伊勢⼭中学校   銅 60
35 ホルン ⼤府市⽴⼤府中学校  銀 39
36 マリンバ 桑名市⽴陽和中学校  銀 48
37 マリンバ 四⽇市市⽴⼭⼿中学校   銅 53
38 フルート 紀宝町⽴⽮渕中学校  銀 19
39 ピッコロ 豊橋市⽴吉⽥⽅中学校 ⾦ 中⽇新聞社 1
40 マリンバ 関市⽴武芸川中学校  銀 19
41 マリンバ 多治⾒市⽴北陵中学校  銀 13
42 フルート 豊川市⽴⼀宮中学校  銀 19
43 ユーフォニアム 越前市南越中学校  銀 27
44 アルトサクソフォン ⽇進市⽴⽇進⻄中学校  銀 35
45 フルート 静岡市⽴美和中学校  銀 27
46 ピッコロ ⽝⼭市⽴⽝⼭中学校  銀 32
47 フルート 浜松市⽴北浜東部中学校  銀 32
48 アルトサクソフォン 袋井市⽴袋井中学校   銅 51
49 ソプラノサクソフォン 桑名市⽴光陵中学校   銅 54
50 クラリネット 静岡市⽴⾼松中学校  銀 48
51 フルート 川越町⽴川越中学校   銅 56
52 オーボエ 岡崎市⽴⻯海中学校  銀 27
53 オーボエ ⻄尾市⽴平坂中学校  銀 19
54 アルトサクソフォン 静岡市⽴清⽔第⼆中学校 ⾦ 9
55 テナーサクソフォン 東近江市⽴能登川中学校  銀 44
56 アルトサクソフォン 松本市⽴筑摩野中学校  銀 46
57 バリトンサクソフォン 加賀市⽴錦城中学校 ⾦ 理事⻑ 2
58 クラリネット 江南市⽴⻄部中学校  銀 39
59 フルート 勝⼭市⽴勝⼭北部中学校  銀 13
60 クラリネット ⾼⼭市⽴中⼭中学校   銅 57
61 バスクラリネット 四⽇市市⽴南中学校  銀 35

第31回 個⼈重奏コンテスト 本⼤会 中学校個⼈部⾨



NO 演奏者 編成 賞 特別賞 順位
1 永平寺町⽴上志⽐中学校 サクソフォン三重奏  銀
2 ⼤垣市⽴東中学校 ⽊管⼋重奏 ⾦
3 南砺市⽴福野中学校 ⽊管五重奏 ⾦
4 鈴⿅市⽴⽩⼦中学校 サクソフォン四重奏   銅
5 ⼩松市⽴南部中学校 打楽器五重奏 ⾦
6 ⻑野市⽴東北中学校 サクソフォン四重奏  銀
7 守⼭市⽴明富中学校 管打⼋重奏  銀
8 名古屋市⽴⽇⽐津中学校 フルート四重奏  銀
9 浜松市⽴北浜中学校 バリ・テューバ四重奏   銅
10 ⽩⼭市⽴北星中学校 打楽器七重奏  銀
11 ⼊善町⽴⼊善⻄中学校 ⽊管三重奏 ⾦
12 ⽇進市⽴⽇進中学校 クラリネット九重奏  銀
13 富⼠市⽴富⼠南中学校 クラリネット五重奏  銀
14 飯⽥市⽴緑ヶ丘中学校 サクソフォン四重奏   銅
15 鈴⿅市⽴天栄中学校 打楽器五重奏   銅
16 幸⽥町⽴北部中学校 サクソフォン⼋重奏  銀
17 豊川市⽴東部中学校 フルート三重奏  銀
18 草津市⽴草津中学校 フルート三重奏  銀
19 春⽇井市⽴柏原中学校 管弦打九重奏 ⾦
20 名古屋市⽴植⽥中学校 打楽器六重奏 ⾦ 実⾏委員⻑ 3
21 越前市武⽣第⼀中学校 クラリネット三重奏  銀
22 ⾦沢市⽴額中学校 クラリネット四重奏 ⾦ 理事⻑ 2
23 美濃市⽴美濃中学校 打楽器四重奏   銅
24 ⻄尾市⽴平坂中学校 打楽器三重奏 ⾦
25 ⽇進市⽴⽇進中学校 打楽器五重奏 ⾦
26 ⾦沢市⽴北鳴中学校 フルート四重奏 ⾦
27 名古屋市⽴御幸⼭中学校 クラリネット五重奏  銀
28 岡崎市⽴六ツ美中学校 管弦打七重奏  銀
29 静岡市⽴清⽔第七中学校 ⾦管⼗重奏   銅
30 袋井市⽴袋井南中学校 打楽器六重奏 ⾦
31 岡崎市⽴北中学校 ⾦管⼋重奏  銀
32 美浜町⽴河和中学校 打楽器三重奏  銀
33 鯖江市中央中学校 クラリネット四重奏 ⾦ 中⽇新聞社 1
34 岡崎市⽴北中学校 打楽器六重奏 ⾦
35 多治⾒市⽴⼩泉中学校 打楽器三重奏  銀
36 東郷町⽴春⽊中学校 ⾦管⼗重奏 ⾦
37 各務原市⽴鵜沼中学校 打楽器三重奏 ⾦
38 ⼤垣市⽴⻄部中学校 サクソフォン四重奏 ⾦
39 豊明市⽴豊明中学校 ⽊管⼋重奏  銀
40 岡崎市⽴⻯海中学校 クラリネット四重奏 ⾦
41 豊橋市⽴吉⽥⽅中学校 サクソフォン⼋重奏  銀
42 越前市武⽣第⼀中学校 打楽器五重奏  銀
43 各務原市⽴蘇原中学校 フルート三重奏   銅
44 ⾼岡市⽴芳野中学校 ⾦管⼋重奏 ⾦
45 四⽇市市⽴南中学校 管打⼋重奏 ⾦
46 ⼩松市⽴板津中学校 打楽器四重奏  銀
47 御代⽥町⽴御代⽥中学校 打楽器七重奏 ⾦
48 東近江市⽴船岡中学校 サクソフォン三重奏   銅
49 ⼤治町⽴⼤治中学校 サクソフォン四重奏 ⾦
50 富⼠市⽴富⼠南中学校 サクソフォン四重奏  銀

第31回 個⼈重奏コンテスト 本⼤会 中学校重奏部⾨



NO 楽器 所属 賞 特別賞 順位
1 クラリネット 福井県⽴鯖江⾼等学校  銀 43
2 ホルン 皇學館⾼等学校  銀 30
3 トランペット 岐⾩県⽴加納⾼等学校  銀 43
4 クラリネット ⻑野県⻑野⾼等学校 ⾦ 16
5 バスクラリネット ⽯川県⽴⼩松商業⾼等学校  銀 24
6 ユーフォニアム 浜松⽇体中・⾼等学校 ⾦ 7
7 フルート 光ヶ丘⼥⼦⾼等学校  銀 33
8 フルート 近江兄弟社⾼等学校  銀 52
9 マリンバ 愛知県⽴岡崎⾼等学校   銅 58
10 マリンバ いなべ総合学園⾼等学校  銀 49
11 バスーン 静岡県⽴浜松南⾼等学校  銀 39
12 オーボエ 静岡県⽴浜名⾼等学校 ⾦ 7
13 クラリネット 岐⾩県⽴岐⾩総合学園⾼等学校  銀 33
14 フルート 岐⾩県⽴中津⾼等学校   銅 57
15 マリンバ 三重県⽴⽩⼦⾼等学校  銀 43
16 フルート 光ヶ丘⼥⼦⾼等学校 ⾦ 12
17 アルトサクソフォン ⼩松市⽴⾼等学校   銅 53
18 フルート 三重県⽴神⼾⾼等学校 ⾦ 4
19 アルトサクソフォン 岐⾩県⽴多治⾒北⾼等学校  銀 33
20 フルート 静岡県⽴浜松北⾼等学校  銀 30
21 トロンボーン 岐⾩県⽴多治⾒北⾼等学校  銀 39
22 フルート 中部⼤学春⽇丘⾼等学校 ⾦ 4
23 ユーフォニアム 愛知県⽴春⽇井南⾼等学校 ⾦ 12
24 ソプラノサクソフォン ⻑野県篠ノ井⾼等学校  銀 20
25 バスーン 愛知県⽴⼩坂井⾼等学校 ⾦ 4
26 アルトサクソフォン ⻑野県飯⽥⾼等学校  銀 17
27 フルート 愛知県⽴⼀宮⾼等学校  銀 20
28 クラリネット 岐⾩県⽴岐⾩商業⾼等学校   銅 59
29 クラリネット 静岡県⽴静岡東⾼等学校  銀 39
30 フルート 愛知県⽴⻄春⾼等学校  銀 39
31 テューバ 北陸⾼等学校  銀 20
32 アルトサクソフォン 愛知県⽴岡崎北⾼等学校  銀 30
33 ホルン 岐⾩県⽴各務原⻄⾼等学校 ⾦ 7
34 ピッコロ 愛知県⽴刈⾕北⾼等学校 ⾦ 理事⻑ 2
35 オーボエ 浜松市⽴⾼等学校  銀 33
36 テューバ 東海⼤学付属静岡翔洋⾼等学校  銀 49
37 フルート ⼩松市⽴⾼等学校  銀 20
38 ホルン 名古屋⾼等学校  銀 33
39 バリトンサクソフォン ⻑野県⻑野吉⽥⾼等学校   銅 53
40 クラリネット 静岡県⽴沼津商業⾼等学校 ⾦ 12
41 ホルン ⻑野県⼩諸⾼等学校 ⾦ 中⽇新聞社 1
42 トランペット 愛知県⽴時習館⾼等学校 ⾦ 15
43 オーボエ 愛知県⽴⼀宮⾼等学校  銀 46
44 クラリネット 佐久⻑聖中学・⾼等学校   銅 53
45 打楽器 愛知県⽴江南⾼等学校  銀 38
46 フルート 松商学園⾼等学校  銀 46
47 ユーフォニアム 愛知県⽴津島⾼等学校   銅 53
48 ユーフォニアム 愛知県⽴名古屋南⾼等学校 ⾦ 7
49 トランペット 名城⼤学附属⾼等学校  銀 17
50 打楽器 岐⾩県⽴各務原⻄⾼等学校  銀 24
51 フルート 岐⾩県⽴岐⾩商業⾼等学校 ⾦ 実⾏委員⻑ 3
52 トロンボーン 北陸⾼等学校  銀 24
53 アルトサクソフォン 皇學館⾼等学校  銀 24
54 ユーフォニアム 岐⾩県⽴岐⾩総合学園⾼等学校  銀 49
55 打楽器 ⻑野県塩尻志学館⾼等学校  銀 24
56 アルトサクソフォン ⼩松市⽴⾼等学校  銀 17
57 アルトサクソフォン 静岡県⽴沼津東⾼等学校  銀 24
58 フルート 近江兄弟社⾼等学校  銀 46
59 フルート 愛知県⽴⼀宮⻄⾼等学校 ⾦ 11

第31回 個⼈重奏コンテスト 本⼤会 ⾼等学校個⼈部⾨



NO 演奏者 楽器 賞 特別賞 順位
1 愛知県⽴⽇進⻄⾼等学校 サクソフォン四重奏  銀 29
2 皇學館⾼等学校 ⽊管⼗重奏   銅 48
3 ⽯川県⽴⼩松⾼等学校 クラリネット六重奏 ⾦ 19
4 富⼭県⽴⾼岡商業⾼等学校 ⾦管⼋重奏  銀 27
5 福井県⽴武⽣東⾼等学校 フルート三重奏 ⾦ 10
6 静岡市⽴清⽔桜が丘⾼等学校 クラリネット五重奏 ⾦ 実⾏委員⻑ 3
7 ⻑野県⻑野⾼等学校 サクソフォン⼆重奏 ⾦ 4
8 岐⾩県⽴岐⾩北⾼等学校 打楽器五重奏  銀 31
9 滋賀県⽴河瀬⾼等学校 ⾦管⼋重奏   銅 48
10 福井県⽴武⽣東⾼等学校 クラリネット四重奏 ⾦ 4
11 愛知県⽴⽇進⻄⾼等学校 打楽器六重奏  銀 35
12 浜松市⽴⾼等学校 フルート五重奏  銀 41
13 ⽯川県⽴⾦沢⼆⽔⾼等学校 クラリネット四重奏  銀 42
14 光ヶ丘⼥⼦⾼等学校 ⾦管⼋重奏 ⾦ 中⽇新聞社 1
15 富⼭県⽴⾼岡商業⾼等学校 フルート四重奏 ⾦ 14
16 ⻑野県飯⽥OIDE⻑姫⾼等学校 打楽器⼆重奏 ⾦ 19
17 光ヶ丘⼥⼦⾼等学校 フルート四重奏 ⾦ 10
18 ⻑野県⼩諸⾼等学校 ⽊管五重奏 ⾦ 4
19 岐⾩県⽴加納⾼等学校 クラリネット五重奏   銅 45
20 ⻑野⽇本⼤学⾼等学校 打楽器⼆重奏  銀 35
21 岐⾩県⽴加納⾼等学校 ⾦管五重奏   銅 46
22 ⻑野県⻑野東⾼等学校 サクソフォン四重奏  銀 23
23 愛知県⽴名古屋南⾼等学校 クラリネット⼋重奏  銀 23
24 岐⾩県⽴岐⼭⾼等学校 ⽊管⼋重奏  銀 35
25 愛知県⽴千種⾼等学校 ⾦管⼋重奏  銀 42
26 岐⾩県⽴各務原⾼等学校 ⽊管⼋重奏  銀 35
27 三重県⽴松阪⾼等学校 管打⼋重奏  銀 27
28 岐⾩県⽴東濃実業⾼等学校 打楽器⼋重奏 ⾦ 17
29 安城学園⾼等学校 サクソフォン⼋重奏 ⾦ 4
30 東海⼤学付属静岡翔洋⾼等学校 クラリネット七重奏 ⾦ 19
31 岐⾩県⽴池⽥⾼等学校 ⽊管⼋重奏  銀 44
32 ⼤同⼤学⼤同⾼等学校 ⽊管⼋重奏  銀 23
33 ⽯川県⽴⾦沢桜丘⾼等学校 フルート四重奏 ⾦ 19
34 安城学園⾼等学校 打楽器六重奏 ⾦ 4
35 岐⾩県⽴関⾼等学校 フルート三重奏 ⾦ 17
36 安城学園⾼等学校 クラリネット⼋重奏 ⾦ 理事⻑ 2
37 滋賀県⽴甲⻄⾼等学校 ⾦管⼋重奏 ⾦ 10
38 愛知県⽴名古屋南⾼等学校 フルート四重奏  銀 29
39 愛知県⽴岡崎北⾼等学校 クラリネット⼋重奏  銀 31
40 浜松⽇体中・⾼等学校 クラリネット三重奏  銀 35
41 愛知県⽴⽊曽川⾼等学校 サクソフォン四重奏  銀 31
42 愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 ⾦管⼋重奏 ⾦ 14
43 皇學館⾼等学校 ⾦管⼋重奏  銀 40
44 ⽯川県⽴⼩松明峰⾼等学校 打楽器七重奏  銀 31
45 富⼭県⽴⾼岡商業⾼等学校 打楽器五重奏  銀 23
46 北陸⾼等学校 打楽器⼋重奏 ⾦ 10
47 静岡市⽴清⽔桜が丘⾼等学校 ⾦管九重奏 ⾦ 14
48 ⻑野県⼩諸⾼等学校 クラリネット九重奏 ⾦ 4
49 岐⾩県⽴岐⾩北⾼等学校 サクソフォン六重奏   銅 46
50 滋賀県⽴河瀬⾼等学校 クラリネット三重奏   銅 50

第31回 個⼈重奏コンテスト 本⼤会 ⾼等学校重奏部⾨



NO 演奏者 編成 賞 特別賞 順位
1 北アルプス吹奏楽団 ⽊管四重奏  銀 5
2 さくらウインドオーケストラ ⽊管三重奏   銅 6
3 アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏  銀 4
4 ⽩⼦ウインドシンフォニカ ⾦管⼋重奏 ⾦ 中⽇新聞社 1
5 アンサンブル“コローレ” フルート⼋重奏 ⾦ 実⾏委員⻑ 3
6 ソノーレ・ウインドアンサンブル フルート三重奏 ⾦ 理事⻑ 2

第31回 個⼈重奏コンテスト 本⼤会 ⼤学・⼀般重奏部⾨


