
小学校個人の部

順 楽器 県 団体 賞 特別賞

1 アルトサクソフォン 愛知 岡崎市立竜美丘小学校 金

小学校重奏の部

順 編成 県 学校 賞 特別賞

1 金管五重奏 富山 射水市立新湊小学校 金



高等学校個人の部

順 楽器 県 団体 賞 特別賞

1 アルトサクソフォン 愛知 愛知県立春日井南高等学校 　　　　　　　　銅

2 フルート 三重 皇學館高等学校 　　　銀

3 トランペット 岐阜 岐阜県立加茂高等学校 　　　　　　　　銅

4 フルート 福井 北陸学園北陸高等学校 金

5 クラリネット 名古屋 大同大学大同高等学校 　　　　　　　　銅

6 フルート 滋賀 近江高等学校 金

7 ユーフォニアム 静岡 静岡県立小笠高等学校 　　　　　　　　銅

8 フルート 長野 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 金 中日新聞社賞

9 アルトサクソフォン 石川 小松市立高等学校 　　　　　　　　銅

10 フルート 岐阜 岐阜県立関高等学校 　　　銀

11 フルート 長野 松商学園高等学校 金

12 フルート 愛知 桜丘高等学校 　　　銀

13 バスーン 滋賀 滋賀県立大津高等学校 　　　　　　　　銅

14 トランペット 静岡 浜松市立高等学校 　　　　　　　　銅

15 アルトサクソフォン 静岡 静岡県立浜松江之島高等学校 　　　銀

16 マリンバ 岐阜 岐阜県立岐山高等学校 　　　銀

17 アルトサクソフォン 静岡 静岡市立清水桜が丘高等学校 　　　　　　　　銅

18 フルート 三重 三重県立白子高等学校 　　　　　　　　銅

19 マリンバ 岐阜 岐阜県立飛騨神岡高等学校 　　　　　　　　銅

20 フルート 岐阜 岐阜県立益田清風高等学校 　　　銀

21 フルート 長野 長野県松本県ヶ丘高等学校 金

22 アルトサクソフォン 静岡 静岡県立沼津商業高等学校 　　　　　　　　銅

23 マリンバ 岐阜 岐阜県立吉城高等学校 金

24 ホルン 名古屋 東海学園高等学校 　　　　　　　　銅

25 ユーフォニアム 愛知 桜丘高等学校 　　　銀

26 オーボエ 名古屋 名古屋市立桜台高等学校 　　　　　　　　銅

27 サクソフォン 岐阜 岐阜県立加茂高等学校 　　　　　　　　銅

28 フルート 静岡 静岡県立浜松商業高等学校 金

29 トランペット 長野 長野県小諸高等学校 金 実行委員長賞

30 アルトサクソフォン 福井 福井工業大学附属福井高等学校 　　　銀

31 アルトサクソフォン 愛知 愛知県立木曽川高等学校 金

32 フルート 長野 長野県長野高等学校 　　　銀

33 トランペット 愛知 愛知県立岡崎高等学校 　　　　　　　　銅

34 フルート 長野 松本県ヶ丘高等学校 金

35 アルトサクソフォン 愛知 愛知県立刈谷北高等学校 金

36 クラリネット 三重 三重県立木本高等学校 　　　銀

37 フルート 長野 長野県下諏訪向陽高等学校 　　　　　　　　銅

38 オーボエ 石川 遊学館高等学校 　　　銀

39 ホルン 愛知 愛知県立日進西高等学校 　　　銀

40 アルトサクソフォン 長野 長野県長野吉田高等学校 金

41 バスクラリネット 名古屋 名古屋大谷高等学校 金

42 トロンボーン 三重 三重県立名張西高等学校 　　　銀

43 フルート 愛知 愛知県立岡崎高等学校 金

44 オーボエ 名古屋 名古屋市立名東高校 　　　銀

45 アルトサクソフォン 岐阜 岐阜県立東濃実業高等学校 金

46 クラリネット 三重 三重県立上野高等学校 金

47 マリンバ 三重 三重県立神戸高等学校 　　　銀

48 ホルン 長野 長野県上田高等学校 　　　　　　　　銅

49 チューバ 三重 三重県立白子高等学校 　　　銀

50 バスーン 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 　　　　　　　　銅

51 フルート 三重 三重県立神戸高等学校 　　　銀

52 トランペット 静岡 静岡県立沼津東高等学校 　　　　　　　　銅

53 オーボエ 愛知 愛知県立西尾高等学校 金

54 ユーフォニアム 三重 三重県立白子高等学校 　　　　　　　　銅

55 クラリネット 石川 石川県立金沢辰巳丘高等学校 金

56 フルート 岐阜 岐阜県立岐阜北高等学校 　　　銀

57 クラリネット 福井 北陸学園北陸高等学校 　　　銀

58 フルート 長野 長野県諏訪清陵高等学校 金 理事長賞

59 ホルン 滋賀 滋賀県立大津高等学校 　　　　　　　　銅

60 フルート 名古屋 大同大学大同高等学校 　　　銀

61 クラリネット 静岡 浜松市立高等学校 金



高等学校重奏の部

順 編成 県 団体 賞 特別賞

1 サクソフォン四重奏 富山 富山県立富山南高等学校 金

2 混成十重奏 三重 三重県立神戸高等学校 　　　　　　銅

3 金管八重奏 愛知 安城学園高等学校 　　　銀

4 サクソフォン四重奏 名古屋 名古屋市立名東高等学校 　　　　　　銅

5 金管十重奏 長野 松商学園高等学校 金

6 フルート三重奏 福井 福井県立大野高等学校 　　　銀

7 クラリネット四重奏 岐阜 岐阜県立各務原西高等学校 　　　　　　銅

8 管弦八重奏 滋賀 滋賀県立大津高等学校 　　　銀

9 フルート五重奏 石川 小松市立高等学校 　　　銀

10 打楽器五重奏 静岡 静岡県立浜名高等学校 　　　銀

11 クラリネット八重奏 愛知 愛知県立木曽川高等学校 　　　銀

12 クラリネット八重奏 福井 福井県立武生高等学校 金

13 金管八重奏 静岡 静岡県立浜松北高等学校 　　　　　　銅

14 金管八重奏 石川 石川県立金沢桜丘高等学校 金

15 金管八重奏 名古屋 愛知県立名古屋南高等学校 　　　銀

16 クラリネット八重奏 富山 富山県立高岡商業高等学校 金 理事長賞

17 金管十重奏 静岡 静岡県立浜松商業高等学校 　　　　　　銅

18 木管八重奏 名古屋 東邦高等学校 金

19 クラリネット四重奏 長野 長野県上田東高等学校 　　　　　　銅

20 木管八重奏 石川 遊学館高等学校 金

21 クラリネット八重奏 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 金

22 木管八重奏 滋賀 滋賀県立八日市高等学校 金

23 打楽器六重奏 長野 長野県小諸高等学校 　　　銀

24 フルート二重奏 長野 長野県野沢北高等学校 金

25 打楽器八重奏 富山 富山県立富山高等学校 　　　銀

26 フルート四重奏 静岡 静岡県立浜名高等学校 　　　　　　銅

27 打楽器八重奏 石川 遊学館高等学校 金

28 打楽器五重奏 長野 長野県上田高等学校 　　　銀

29 金管四重奏 福井 福井県立羽水高等学校 金

30 金管八重奏 三重 三重県立名張桔梗丘高等学校 　　　　　　銅

31 金管八重奏 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 　　　　　　銅

32 打楽器六重奏 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 金 実行委員長賞

33 打楽器四重奏 愛知 愛知県立安城高等学校 　　　銀

34 クラリネット十重奏 愛知 愛知県立成章高等学校 　　　銀

35 サクソフォン十重奏 愛知 安城学園高等学校 　　　銀

36 サクソフォン五重奏 岐阜 岐阜県立土岐商業高等学校 　　　　　　銅

37 ユーフォニアムチューバ五重奏 愛知 愛知県立木曽川高等学校 　　　　　　銅

38 金管十重奏 愛知 愛知県立木曽川高等学校 　　　銀

40 打楽器五重奏 福井 福井県立武生高等学校 金

41 打楽器八重奏 岐阜 岐阜県立大垣北高等学校 　　　銀

42 クラリネット八重奏 滋賀 滋賀県立膳所高等学校 　　　銀

43 クラリネット七重奏 静岡 静岡県立浜松商業高等学校 　　　銀

44 打楽器六重奏 石川 石川県立小松明峰高等学校 金

45 金管八重奏 長野 長野県小諸高等学校 　　　　　　銅

46 クラリネット五重奏 福井 福井県立金津高等学校 金

47 金管六重奏 三重 三重県立白子高等学校 　　　　　　銅

48 打楽器六重奏 愛知 愛知県立成章高等学校 　　　　　　銅

49 金管八重奏 富山 富山県立高岡商業高等学校 金 中日新聞社賞

50 ユーフォニアムチューバ四重奏 名古屋 愛知県立名古屋南高等学校 　　　銀


