




第33回 個人重奏コンテスト 本大会 高等学校重奏部門

NO 団体名 編成 賞 特別賞 備考
1 光ヶ丘女子高等学校 ホルン三重奏 　銀
2 飛騨学園高山西高等学校 打楽器六重奏 　銀
3 大同大学大同高等学校 木管八重奏 　銀
4 名古屋市立名東高等学校 木管三重奏 金
5 岐阜県立各務原高等学校 サクソフォン四重奏 　銀
6 飛騨学園高山西高等学校 フルート四重奏 　銀
7 岐阜県立岐阜高等学校 打楽器二重奏 　銀
8 愛知県立名古屋南高等学校 クラリネット五重奏 　銀
9 滋賀県立玉川高等学校 フルート四重奏 　　銅
10 愛知県立岡崎北高等学校 打楽器七重奏 　銀
11 飛騨学園高山西高等学校 クラリネット五重奏 　銀
12 皇學館高等学校 金管八重奏 　銀
13 岐阜県立岐阜高等学校 金管八重奏 　銀
14 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 管打七重奏 　銀
15 安城学園高等学校 金管八重奏 金 実行委員長
16 長野県松本県ケ丘高等学校 木管二重奏 　銀
17 静岡県立沼津東高等学校 サクソフォン五重奏 金
18 長野県小諸高等学校 打楽器八重奏 金 中日新聞社 投票4
19 長野県豊科高等学校 金管八重奏 金
20 福井県立羽水高等学校 打楽器七重奏 金
21 静岡学園高等学校 打楽器四重奏 　銀
22 静岡市立清水桜が丘高等学校 サクソフォン四重奏 　　銅
23 長野県長野吉田高等学校 打楽器二重奏 　銀
24 長野県下諏訪向陽高等学校 打楽器四重奏 　　銅
25 静岡市立清水桜が丘高等学校 木管四重奏 　銀
26 富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 金
27 石川県立小松明峰高等学校 打楽器八重奏 　銀
28 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 金
29 長野県上伊那農業高等学校 打楽器二重奏 　銀
30 東海大学付属静岡翔洋高等学校 金管八重奏 　銀
31 金沢龍谷高等学校 フルート四重奏 出場辞退

32 福井県立三国高等学校 木管八重奏 　　銅
33 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット四重奏 　銀
34 富山県立富山工業高等学校 クラリネット四重奏 金 理事長 投票1
35 福井県立三国高等学校 打楽器五重奏 　銀
36 金沢龍谷高等学校 打楽器五重奏 　銀
37 静岡県立沼津東高等学校 クラリネット七重奏 　銀
38 大同大学大同高等学校 金管八重奏 　　銅
39 三重県立相可高等学校 打楽器三重奏 　銀
40 安城学園高等学校 サクソフォン八重奏 金
41 三重県立神戸高等学校 打楽器六重奏 　銀
42 安城学園高等学校 打楽器八重奏 金
43 愛知県立瑞陵高等学校 打楽器五重奏 　銀
44 愛知県立明和高等学校 サクソフォン四重奏 　銀
45 愛知県立豊田北高等学校 クラリネット五重奏 　銀
46 愛知県立江南高等学校 サクソフォン八重奏 　銀
47 近江高等学校 フルート四重奏 　　銅
48 中部大学春日丘高等学校 打楽器五重奏 　銀
49 中部大学春日丘高等学校 サクソフォン六重奏 金



第33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 所属 賞 特別賞 備考１ 備考２

1 大﨑 奏 クラリネット 光ヶ丘女子高等学校  銀

2 横山 幸生 ソプラノサクソフォン 三重県立四日市高等学校   銅

3 浅尾 柚希 ピッコロ 光ヶ丘女子高等学校 金

4 浜守宗太 フルート 愛知県立刈谷高等学校  銀

5 早川 桐真 バリトンサクソフォン 岐阜県立岐阜工業高等学校   銅

6 中原 蓮 クラリネット 愛知県立豊橋商業高等学校 金

7 戸谷 未空 オーボエ 愛知県立江南高等学校   銅

8 村松 和奏 アルトサクソフォン 三重県立神戸高等学校 金

9 藤原 麗 ユーフォニアム 三重県立松阪高等学校  銀

10 中島彩花 ホルン 桜丘高等学校  銀

11 後藤 利乃音 オーボエ 岐阜県立大垣商業高等学校  銀

12 髙井陽菜 フルート 桜丘高等学校  銀

13 有賀 一花 ソプラノサクソフォン 岐阜県立東濃実業高等学校  銀

14 小山 真輝 マリンバ 愛知県立旭丘高等学校 金

15 古宮 幹康 弦バス 南山高等・中学校 男子部 金 中日新聞社

16 中嶋 みゆ フルート 愛知県立時習館高等学校 金

17 安田芽生 フルート 近江兄弟社高等学校  銀

18 倉橋 明里 マリンバ 愛知県立時習館高等学校 金

19 進藤碧 オーボエ 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部  銀

20 蜂須賀萌々 フルート 石川県立金沢泉丘高等学校 金

21 片岡 志月 弦バス 常葉大学附属菊川中・高等学校  銀

22 川﨑美結 アルトサクソフォン 仁愛女子高等学校 金

23 杉山照采 フルート 静岡県立沼津東高等学校  銀

24 平林優和 クラリネット 仁愛女子高等学校   銅

25 原 幸花 オーボエ ⾧野県飯田高等学校  銀

26 岡西 萌愛 ピッコロトランペット 静岡県立沼津東高等学校 金

27 片岡 茉那 ユーフォニアム 福井県立三国高等学校 金

28 小熊 勇輝 アルトサクソフォン 小松市立高等学校吹奏楽部 金 実行委員⾧ 順位投票１１点 決選投票 ３票

29 沖田佑依 オーボエ 静岡県立浜名高等学校  銀

30 望月陸羽 クラリネット 東海大学付属静岡翔洋高等学校 金 順位投票１１点 決選投票 ２票

31 福田 咲葵 アルトサクソフォン ⾧野県⾧野吉田高等学校  銀

32 齋藤哲太朗 弦バス 日本大学三島高等学校 金

33 稲場 駿一 弦バス 小松市立高等学校吹奏楽部 金

34 上條晴翔 オーボエ ⾧野県小諸高等学校 金

35 大川 栞奈 フルート 静岡県立浜松西高等学校  銀

36 河上 樹 クラリネット ⾧野県飯田高等学校 金

37 ⾧田遥那 クラリネット ⾧野県⾧野高等学校  銀

38 吉原 早紀 フルート ⾧野県上田高等学校  銀

39 塩川歌織 クラリネット 静岡市立清水桜が丘高等学校  銀

40 小林 寛弥 弦バス ⾧野県上田高等学校   銅

41 新津 葵 アルトサクソフォン ⾧野県⾧野東高等学校  銀

42 澤入 遥 フルート 静岡市立清水桜が丘高等学校  銀

43 尾関美奈 クラリネット 中部大学春日丘高等学校   銅

44 永井 里奈 ファゴット 三重県立上野高等学校  銀

45 米重 咲来 マリンバ 三重県立白子高等学校 金

46 岩田 樹里 トランペット 岐阜県立飛騨高山高等学校  銀

47 廣田 媛香 マリンバ 岐阜県立⾧良高等学校 金

48 植田 隼斗 ファゴット 岐阜県立東濃実業高等学校 金 順位投票８点

49 永松 花菜 トランペット 愛知県立明和高等学校 金 理事⾧

50 山本 航輔 トロンボーン 愛知県立名古屋西高等学校 金

51 小林 咲空 アルトサクソフォン 滋賀県立彦根翔西館高等学校   銅

52 浅井 美咲 フルート 愛知県立岡崎高等学校 金

53 森 彩華 アルトサクソフォン 岐阜県立岐阜工業高等学校 失格 タイムオーバー

54 鈴木 眞 ユーフォニアム 愛知県立明和高等学校 金

55 清水 梓温 トランペット 岐阜県立岐阜商業高等学校  銀

56 神谷琴音 フルート 愛知県立大府高等学校 金

57 日比 奏妙 クラリネット 岐阜県立岐阜総合学園高等学校  銀

58 勝野日菜 オーボエ 愛知県立丹羽高等学校   銅

59 堀江璃羽子 ユーフォニアム 近江兄弟社高等学校  銀

60 久保田智洋 ユーフォニアム 名張青峰高等学校  銀



NO 団体名 編成 賞 特別賞 備考
1 江戸橋ブラスアンサンブル 金管八重奏 　銀
2 中部学院大学 サクソフォン四重奏 　銀
3 アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 　銀 理事長
4 Ki-mama Saxophone Ensemble サクソフォン四重奏 　銀 実行委員長
5 ムジカグラート氷見 サクソフォン四重奏 金 中日新聞社
6 ソヌール・プティ・オルケストル フルート四重奏 出場辞退

第33回 個人重奏コンテスト 本大会 大学・一般重奏部門


