
NO 楽器 所属 賞 特別賞
1 フルート 坂井市⽴春江中学校 タイムオーバー

2 フルート 松本市⽴⼥⿃⽻中学校  銀
3 ユーフォニアム 滋賀⼤学教育学部附属中学校  銀
4 フルート ⻄尾市⽴吉良中学校 ⾦
5 サクソフォン 津市⽴朝陽中学校  銀
6 クラリネット ⾦沢市⽴⾼尾台中学校 ⾦
7 サクソフォン 碧南市⽴東中学校 ⾦ 中⽇新聞社
8 トランペット 磐⽥市⽴神明中学校   銅
9 トランペット ⾼⼭市⽴国府中学校  銀
10 マリンバ 弥富市⽴弥富中学校 ⾦ 理事⻑
11 フルート 湖⻄市⽴鷲津中学校 ⾦
12 フルート 近江⼋幡市⽴⼋幡⻄中学校  銀
13 サクソフォン 岡崎市⽴⽮作中学校  銀
14 サクソフォン 静岡市⽴清⽔第四中学校  銀
15 フルート 鯖江市中央中学校  銀
16 サクソフォン ⾼⼭市⽴丹⽣川中学校  銀
17 マリンバ 津市⽴南が丘中学校  銀
18 ユーフォニアム 名古屋市⽴北陵中学校 ⾦
19 マリンバ ⾶騨市⽴古川中学校  銀
20 トランペット 磐⽥市⽴豊⽥南中学校  銀
21 マリンバ ⼤垣市⽴⾚坂中学校  銀
22 フルート 磐⽥市⽴豊⽥南中学校 ⾦
23 ファゴット ⻑野市⽴柳町中学校吹奏楽部 ⾦
24 サクソフォン ⽇進市⽴⽇進⻄中学校 ⾦
25 トランペット ⾶騨市⽴古川中学校  銀
26 フルート ⻑野市⽴柳町中学校吹奏楽部 ⾦
27 フルート 桑名市⽴陵成中学校  銀
28 フルート かほく市⽴宇ノ気中学校  銀
29 クラリネット 関市⽴武芸川中学校   銅
30 クラリネット 瀬⼾市⽴南⼭中学校   銅
31 サクソフォン 加賀市⽴東和中学校  銀
32 フルート 伊賀市⽴緑ヶ丘中学校  銀
33 オーボエ 浜松市⽴三⽅原中学校  銀
34 フルート 豊川市⽴⼀宮中学校 ⾦
35 ユーフォニアム ⽇進市⽴⽇進中学校 ⾦
36 ホルン 松本市⽴鎌⽥中学校   銅
37 弦バス 松阪市⽴殿町中学校  銀
38 フルート 岡崎市⽴⻯海中学校 ⾦
39 フルート 才教学園中学校 ⾦
40 フルート 浜松市⽴東部中学校 ⾦
41 ユーフォニアム 浜松市⽴南陽中学校 ⾦
42 トロンボーン 名古屋市⽴伊勢⼭中学校 ⾦
43 打楽器 東浦町⽴⻄部中学校 ⾦ 実⾏委員⻑
44 ユーフォニアム 春⽇井市⽴松原中学校  銀
45 サクソフォン 池⽥町⽴池⽥中学校   銅
46 トランペット 紀宝町⽴⽮渕中学校 ⾦
47 フルート 信州⼤学教育学部附属松本中学校  銀
48 トロンボーン ⼤垣市⽴⾚坂中学校  銀
49 ユーフォニアム 岡崎市⽴北中学校 ⾦
50 マリンバ 沼津市⽴愛鷹中学校  銀
51 マリンバ ⽇進市⽴⽇進中学校  銀
52 トロンボーン 松阪市⽴殿町中学校  銀
53 ユーフォニアム 豊橋市⽴吉⽥⽅中学校  銀
54 フルート 福井市成和中学校 ⾦
55 トランペット 各務原市⽴蘇原中学校   銅
56 ホルン ⼤治町⽴⼤治中学校 ⾦
57 サクソフォン 東近江市⽴能登川中学校  銀
58 フルート 浜松市⽴庄内中学校 ⾦
59 サクソフォン 飯⽥市⽴飯⽥東中学校  銀
60 フルート 名古屋市⽴はとり中学校  銀
61 サクソフォン ⾦沢市⽴額中学校  銀
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NO 演奏者 編成 賞 特別賞
1 草津市⽴草津中学校 フルート三重奏   銅
2 ⼤垣市⽴東中学校 ⾦管⼋重奏  銀
3 野々市市⽴野々市中学校 打楽器七重奏 ⾦
4 あま市⽴七宝中学校 打楽器四重奏   銅
5 四⽇市市⽴南中学校 ⾦管⼋重奏  銀
6 御代⽥町⽴御代⽥中学校 サクソフォン四重奏   銅
7 ⻑泉町⽴⻑泉中学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏   銅
8 鯖江市中央中学校 クラリネット四重奏 ⾦
9 射⽔市⽴⼩杉中学校 打楽器六重奏 ⾦
10 ⼤治町⽴⼤治中学校 ⽊管五重奏  銀
11 ⻄尾市⽴平坂中学校 打楽器四重奏  銀
12 鈴⿅市⽴創徳中学校 ⽊管⼋重奏 ⾦
13 名古屋市⽴汐路中学校 ⾦管七重奏   銅
14 常滑市⽴南陵中学校 クラリネット四重奏  銀
15 勝⼭市⽴勝⼭南部中学校 フルート⼆重奏 ⾦
16 富⼠市⽴富⼠南中学校 サクソフォン六重奏  銀
17 ⽇進市⽴⽇進中学校 フルート四重奏 ⾦
18 中津川市⽴第⼆中学校 打楽器七重奏   銅
19 射⽔市⽴⼩杉中学校 フルート三重奏 ⾦
20 幸⽥町⽴幸⽥中学校 ⽊管⼋重奏  銀
21 安城市⽴桜井中学校 打楽器四重奏   銅
22 砺波市⽴庄⻄中学校 打楽器四重奏 ⾦
23 ⽇進市⽴⽇進⻄中学校 クラリネット⼋重奏  銀
24 豊川市⽴東部中学校 打楽器三重奏  銀
25 ⼩松市⽴松東中学校 打楽器三重奏 ⾦
26 ⼤垣市⽴⻄部中学校 サクソフォン四重奏  銀
27 ⽇進市⽴⽇進⻄中学校 打楽器七重奏   銅
28 甲賀市⽴城⼭中学校 フルート四重奏  銀
29 ⽩⼭市⽴北星中学校 クラリネット五重奏  銀
30 飯⽥市⽴緑ヶ丘中学校 クラリネット五重奏 ⾦
31 名古屋市⽴神丘中学校 ⽊管五重奏  銀
32 ⾦沢市⽴浅野川中学校 クラリネット四重奏 ⾦ 実⾏委員⻑
33 福井市明倫中学校 フルート四重奏 ⾦
34 春⽇井市⽴松原中学校 ⾦管⼋重奏  銀
35 岡崎市⽴南中学校 ⾦管九重奏   銅
36 岡崎市⽴新⾹⼭中学校 サクソフォン四重奏  銀
37 中津川市⽴第⼆中学校 クラリネット⼋重奏   銅
38 岡崎市⽴北中学校 ⽊管打楽器⼋重奏  銀
39 ⼤垣市⽴東中学校 ⽊管⼋重奏 ⾦
40 静岡市⽴清⽔第七中学校 ⾦管⼗重奏  銀
41 南砺市⽴福野中学校 ⽊管三重奏 ⾦
42 守⼭市⽴守⼭南中学校 ⽊管⼋重奏  銀
43 静岡市⽴清⽔袖師中学校 混成七重奏 ⾦
44 瑞浪市⽴瑞浪中学校 ⽊管⼋重奏  銀
45 安城市⽴篠⽬中学校 打楽器三重奏  銀
46 鈴⿅市⽴神⼾中学校 ⾦管⼋重奏 ⾦ 中⽇新聞社
47 福井市⾜⽻第⼀中学校 ⾦管六重奏  銀
48 岡崎市⽴⻯海中学校 ⾦管⼋重奏 ⾦
49 野々市市⽴野々市中学校 クラリネット四重奏 ⾦ 理事⻑
50 ⻑野市⽴櫻ケ岡中学校 フルート⼆重奏 ⾦
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