
第25回　管楽器個人・重奏コンテスト本大会　高校個人・重奏　小学校重奏　《結果》
高校個人

順 県 学校名 編成 賞 賞２
1 愛知 愛知県立半田商業高等学校 打楽器独奏 優秀
2 石川 小松市立高等学校 打楽器独奏 優秀
3 長野 長野県豊科高等学校 打楽器独奏 優秀
4 名古屋 愛知県立天白高等学校 オーボエ独奏 優秀
5 静岡 静岡県立静岡東高等学校 オーボエ独奏 佳良
6 長野 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校 オーボエ独奏 佳良
7 愛知 愛知県立西尾高等学校 オーボエ独奏 優良
8 名古屋 愛知県立千種高等学校 オーボエ独奏 優良
9 静岡 静岡県立富士高等学校 オーボエ独奏 優秀
10 三重 三重県立神戸高等学校 オーボエ独奏 優良
11 滋賀 滋賀県立河瀬高等学校 オーボエ独奏 佳良
12 長野 長野県長野吉田高等学校 バスーン独奏 優秀
13 岐阜 岐阜県立大垣商業高等学校 クラリネット独奏 佳良
14 三重 三重県立上野高等学校 クラリネット独奏 優良
15 愛知 春日丘高等学校 クラリネット独奏 優良
16 長野 長野県長野東高等学校 クラリネット独奏 優秀
17 静岡 浜松市立高等学校 クラリネット独奏 佳良
18 石川 石川県立金沢辰巳丘高等学校 クラリネット独奏 優秀 教育委員会
19 三重 三重県立津高等学校 クラリネット独奏 優良
20 愛知 愛知県立豊丘高等学校 クラリネット独奏 優良
21 静岡 静岡市立清水商業高等学校 サクソフォン独奏 優良
22 岐阜 岐阜県立東濃実業高等学校 サクソフォン独奏 優秀
23 愛知 愛知県立津島高等学校 サクソフォン独奏 優良
24 三重 三重県立桑名高等学校 サクソフォン独奏 優良
25 静岡 静岡県立浜松江之島高等学校 サクソフォン独奏 優良
26 愛知 愛知県立刈谷北高等学校 サクソフォン独奏 優秀 中日新聞
27 石川 石川県立大聖寺高等学校 サクソフォン独奏 優秀
28 愛知 愛知県立木曽川高等学校 サクソフォン独奏 優秀
29 岐阜 岐阜県立斐太高等学校 サクソフォン独奏 優秀
30 三重 三重県立神戸高等学校 サクソフォン独奏 優良
31 福井 福井工業大学附属福井高校 サクソフォン独奏 優良
32 岐阜 岐阜県立東濃実業高等学校 トランペット独奏 優良
33 三重 高田高等学校 トランペット独奏 佳良
34 長野 長野県小諸高等学校 トランペット独奏 優良
35 岐阜 岐阜県立加納高等学校 トランペット独奏 優良
36 長野 長野県小諸高等学校 トランペット独奏 優秀
37 岐阜 岐阜県立斐太高等学校 トランペット独奏 優良
38 静岡 浜松学芸中学校・高等学校 ホルン独奏 優良
39 三重 三重県立津高等学校 ホルン独奏 佳良
40 静岡 静岡県立沼津東高等学校 ホルン独奏 優良
41 福井 北陸学園北陸高等学校 トロンボーン独奏 優良
42 岐阜 岐山高等学校 トロンボーン独奏 佳良
43 静岡 静岡県立浜名高等学校 トロンボーン独奏 優良
44 岐阜 岐阜県立各務原西高等学校 ユーフォニアム独奏 優良
45 三重 三重県立松阪工業高等学校 ユーフォニアム独奏 優良
46 愛知 愛知県立美和高等学校 テューバ独奏 優秀
47 長野 長野県上田東高等学校 フルート独奏 優秀
48 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 フルート独奏 優良
49 長野 長野県松本深志高等学校 フルート独奏 優秀



50 岐阜 岐阜県立羽島北高等学校 フルート独奏 佳良
51 静岡 静岡県立島田高等学校 フルート独奏 優良
52 名古屋 大同大学大同高等学校 フルート独奏 優良
53 長野 松商学園高等学校 フルート独奏 優良
54 名古屋 愛知県立明和高等学校 フルート独奏 優秀
55 三重 三重県立松阪工業高等学校 フルート独奏 優秀
56 岐阜 岐阜県立岐阜商業高等学校 フルート独奏 優良
57 滋賀 滋賀県立甲西高等学校 フルート独奏 佳良
58 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 フルート独奏 優秀
59 名古屋 愛知県立瑞陵高等学校 フルート独奏 優良
60 長野 長野県塩尻志学館高等学校 フルート独奏 優秀 知事・ヤマハ



高校重奏

順 県 学校名 編成 賞 賞２
1 名古屋 愛知県立天白高等学校 打楽器八重奏 佳良
2 富山 富山県立砺波高等学校 打楽器六重奏 優秀
3 三重 三重県立松阪高等学校 打楽器六重奏 優秀
4 長野 長野県小諸高等学校 打楽器六重奏 優秀
5 富山 富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 優秀
6 愛知 愛知県立安城高等学校 打楽器四重奏 優良
7 岐阜 岐阜県立各務原西高等学校 打楽器三重奏 佳良
8 長野 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 打楽器三重奏 優良
9 三重 皇學館高等学校 打楽器三重奏 優良
10 岐阜 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 打楽器三重奏 優良
11 富山 富山県立南砺福野高等学校 クラリネット四重奏 優良
12 静岡 静岡学園高等学校 クラリネット四重奏 優良
13 福井 福井県立金津高等学校 クラリネット四重奏 優秀 教育委員会
14 富山 富山県立入善高等学校 クラリネット四重奏 優良
15 滋賀 滋賀県立甲西高等学校 クラリネット六重奏 佳良
16 福井 福井県立武生高等学校 クラリネット八重奏 優良
17 愛知 愛知県立木曽川高等学校 クラリネット八重奏 優良
18 長野 長野県小諸高等学校 クラリネット八重奏 優良
19 岐阜 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 クラリネット九重奏 佳良
20 愛知 愛知県立刈谷高等学校 サクソフォン四重奏 佳良
21 長野 長野県上田東高等学校 サクソフォン四重奏 優良
22 愛知 愛知県立国府高等学校 サクソフォン四重奏 佳良
23 富山 富山県立高岡商業高等学校 サクソフォン四重奏 優秀
24 愛知 安城学園高等学校 サクソフォン四重奏 優秀
25 長野 長野県上田高等学校 サクソフォン四重奏 優秀

26 名古屋 愛知工業大学名電高等学校 サクソフォン七重奏 優秀 中日新聞
27 岐阜 岐阜県立各務原西高等学校 木管六重奏 優良
28 愛知 愛知県立豊田東高等学校 木管八重奏 佳良
29 愛知 桜丘高等学校 バリ・テューバ四重奏 佳良
30 長野 長野県長野東高等学校 金管八重奏 佳良
31 愛知 安城学園高等学校 金管八重奏 優良
32 静岡 静岡県立浜名高等学校 金管八重奏 優良
33 富山 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 優秀 知事・ヤマハ

34 名古屋 愛知県立名古屋南高等学校 金管八重奏 佳良
35 愛知 愛知県立岡崎北高等学校 金管八重奏 佳良
36 石川 石川県立小松高等学校 金管八重奏 優秀
37 三重 三重県立神戸高等学校 金管十重奏 優良
38 愛知 愛知県立木曽川高等学校 管打九重奏 優良
39 三重 三重県立神戸高等学校 管弦打十重奏 優秀
40 福井 仁愛女子高等学校 フルート三重奏 出場辞退
41 岐阜 岐阜県立可児高等学校 フルート四重奏 優良
42 石川 金沢市立工業高等学校 フルート四重奏 優秀
43 福井 福井県立武生高等学校 フルート四重奏 優秀
44 静岡 静岡県立浜松西高等学校 フルート四重奏 優秀
45 岐阜 岐阜県立多治見北高等学校 フルート五重奏 優良
46 滋賀 滋賀県立河瀬高等学校 フルート五重奏 佳良
47 静岡 静岡県立沼津東高等学校 フルート五重奏 優秀



中学個人
順 県 学校名 編成 賞 賞２
1 長野県 伊那市立春富中学校 打楽器独奏 優良
2 静岡県 静岡市立清水飯田中学校 打楽器独奏 優秀
3 愛知県 豊橋市立南部中学校 打楽器独奏 優秀
4 岐阜県 大垣市立西部中学校 打楽器独奏 優良
5 滋賀県 甲賀市立甲南中学校 オーボエ独奏 佳良
6 長野県 松本市立筑摩野中学校 オーボエ独奏 優良
7 石川県 内灘町立内灘中学校 オーボエ独奏 優良
8 愛知県 蒲郡市立蒲郡中学校 オーボエ独奏 優秀
9 三重県 四日市市立南中学校 バスーン独奏 優良
10 長野県 須坂市立相森中学校 バスーン独奏 優良
11 名古屋市 名古屋市立平針中学校 バスーン独奏 優良
12 福井県 鯖江市鯖江中学校 クラリネット独奏 佳良
13 愛知県 岡崎市立竜海中学校 クラリネット独奏 優良
14 静岡県 浜松市立富塚中学校 クラリネット独奏 優良
15 三重県 津市立西郊中学校 サクソフォン独奏 優良
16 石川県 小松市立中海中学校 サクソフォン独奏 優秀 知事・ヤマハ
17 岐阜県 土岐市立土岐津中学校 サクソフォン独奏 優良
18 長野県 塩尻市立丘中学校 サクソフォン独奏 優良
19 愛知県 東郷町立東郷中学校 サクソフォン独奏 優秀 中日新聞
20 岐阜県 恵那市立恵那東中学校 サクソフォン独奏 優秀
21 三重県 四日市市立内部中学校 サクソフォン独奏 優秀
22 愛知県 岡崎市立北中学校 サクソフォン独奏 優秀 教育委員会
23 名古屋市 名古屋市立神丘中学校 サクソフォン独奏 優良
24 静岡県 富士宮市立富士宮第四中学校 サクソフォン独奏 優秀
25 三重県 四日市市立港中学校 サクソフォン独奏 優秀
26 長野県 伊那市立伊那中学校 サクソフォン独奏 優良
27 愛知県 東郷町立春木中学校 サクソフォン独奏 優良
28 三重県 津市立一身田中学校 サクソフォン独奏 佳良
29 静岡県 浜松市立中部中学校 トランペット独奏 優良
30 三重県 鈴鹿市立白子中学校 トランペット独奏 佳良
31 静岡県 浜松市立与進中学校 トランペット独奏 優良
32 岐阜県 郡上市立白鳥中学校 トランペット独奏 優良
33 静岡県 富士市立元吉原中学校 トランペット独奏 優良
34 岐阜県 飛騨市立古川中学校 トランペット独奏 優良
35 静岡県 静岡市立安東中学校 トランペット独奏 優良
36 名古屋市 名古屋市立平針中学校 ホルン独奏 優秀
37 岐阜県 各務原市立那加中学校 ホルン独奏 優良
38 静岡県 袋井市立袋井南中学校 ホルン独奏 優良
39 滋賀県 東近江市聖徳中学校 ホルン独奏 佳良
40 三重県 津市立一志中学校 トロンボーン独奏 優良
41 愛知県 刈谷市立雁が音中学校 トロンボーン独奏 優良
42 三重県 鈴鹿市立白子中学校 トロンボーン独奏 佳良
43 岐阜県 羽島市立竹鼻中学校 ユーフォニアム独奏 佳良
44 長野県 須坂市立東中学校 ユーフォニアム独奏 優良
45 石川県 加賀市立片山津中学校 ユーフォニアム独奏 優秀
46 静岡県 浜松市立富塚中学校 ユーフォニアム独奏 佳良
47 長野県 伊那市立伊那中学校 テューバ独奏 佳良
48 岐阜県 神戸町立神戸中学校 テューバ独奏 優良
49 石川県 白山市立光野中学校 フルート独奏 優秀
50 滋賀県 甲賀市立水口中学校 フルート独奏 佳良



51 愛知県 東郷町立東郷中学校 フルート独奏 優秀
52 岐阜県 高山市立松倉中学校 フルート独奏 優秀
53 福井県 鯖江市鯖江中学校 フルート独奏 優秀
54 長野県 塩尻市立丘中学校 フルート独奏 優秀
55 愛知県 蒲郡市立中部中学校 フルート独奏 優秀
56 名古屋市 名古屋市立神丘中学校 フルート独奏 優秀
57 岐阜県 高山市立中山中学校 フルート独奏 優良
58 愛知県 大治町立大治中学校 フルート独奏 優秀
59 長野県 松本市立丸ノ内中学校 フルート独奏 優秀
60 三重県 津市立一身田中学校 フルート独奏 優秀



中学重奏
順 県 学校名 編成 賞 賞２
1 石川 白山市立松任中学校 打楽器七重奏 優秀
2 岐阜 大垣市立東中学校 打楽器六重奏 優良
3 愛知 一宮市立木曽川中学校 打楽器六重奏 優良
4 富山 射水市立小杉中学校 打楽器五重奏 優秀 教育委員会
5 福井 鯖江市鯖江中学校 打楽器五重奏 優良
6 岐阜 飛騨市立神岡中学校 打楽器五重奏 佳良
7 静岡 浜松市立南部中学校 打楽器五重奏 失格
8 富山 富山市立城山中学校 打楽器五重奏 優良
9 静岡 静岡市立東豊田中学校 打楽器四重奏 優秀
10 富山 射水市立小杉中学校 クラリネット四重奏 優良
11 福井 大野市陽明中学校 クラリネット四重奏 佳良
12 静岡 浜松市立高台中学校 クラリネット五重奏 優秀
13 静岡 浜松市立北星中学校 クラリネット六重奏 佳良
14 富山 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 優良
15 岐阜 大垣市立東中学校 クラリネット八重奏 佳良
16 愛知 豊川市立南部中学校 クラリネット九重奏 優秀
17 石川 能美市立辰口中学校　 サクソフォン四重奏 優良
18 福井 鯖江市鯖江中学校 サクソフォン四重奏 優秀
19 石川 小松市立南部中学校 サクソフォン四重奏 優良
20 愛知 東郷町立東郷中学校 サクソフォン四重奏 優良
21 石川 金沢市立額中学校 サクソフォン四重奏 優秀
22 愛知 豊川市立南部中学校 サクソフォン六重奏 優秀
23 滋賀 草津市立草津中学校 サクソフォン七重奏 佳良
24 愛知 岡崎市立竜海中学校 サクソフォン八重奏 佳良
25 長野 千曲市立屋代中学校 木管六重奏 佳良
26 三重 桑名市立光陵中学校 木管八重奏 優良
27 名古屋 名古屋市立汐路中学校 木管八重奏 優秀
28 三重 四日市市立橋北中学校 木管九重奏 佳良
29 三重 鈴鹿市立白子中学校 混成九重奏 優秀
30 岐阜 垂井町立北中学校 打楽器三重奏 失格
31 福井 福井市美山中学校 打楽器三重奏 優秀
32 岐阜 各務原市立鵜沼中学校 打楽器三重奏 優良
33 滋賀 彦根市立西中学校 打楽器三重奏 佳良
34 岐阜 各務原市立川島中学校 打楽器三重奏 優良
35 長野 千曲市立屋代中学校 打楽器三重奏 優良
36 愛知 蒲郡市立蒲郡中学校 打楽器三重奏 優良
37 長野 長野市立北部中学校 打楽器二重奏 優良
38 愛知 東郷町立春木中学校 金管八重奏 優良
39 富山 射水市立小杉中学校 金管八重奏 優秀
40 愛知 一宮市立中部中学校 金管九重奏 佳良
41 三重 四日市市立南中学校 金管十重奏 優良
42 名古屋 名古屋市立神丘中学校 金管十重奏 優良
43 静岡 静岡市立長田西中学校 金管十重奏 優秀
44 愛知 日進市立日進西中学校 弦バス四重奏 優秀
45 長野 松本市立鎌田中学校 フルート四重奏 優良
46 福井 鯖江市中央中学校 フルート四重奏 優秀 知事・ヤマハ
47 石川 白山市立北星中学校 フルート四重奏 優秀
48 長野 信州大学教育学部附属松本中学校 フルート四重奏 優秀
49 滋賀 東近江市聖徳中学校 フルート四重奏 佳良
50 愛知 日進市立日進中学校 フルート六重奏 優秀 中日新聞



一般個人
順 県 団体名 編成 賞 賞２
1 岐阜県 中部学院大学 オーボエ 優良

一般重奏
順 県 学校名 編成 賞 賞２
1 三重 上野ウインドアンサンブル クラリネット四重奏 優秀 中日新聞
2 福井 ソノーレ・ウィンドアンサンブル クラリネット四重奏 優秀 知事・ヤマハ
3 岐阜 楽楽嬉音楽隊・岐阜 サクソフォン四重奏 優秀
4 静岡 アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 優良
5 富山 速星☆Friday’s 金管八重奏 優秀 教育委員会
6 愛知 アンサンブるんるん♪ 金管八重奏 優良
7 滋賀 アカデミック･ウィンド･オーケストラ 管打八重奏 優良

小学校重奏

1 富山 南砺市立福野小学校 クラリネット五重奏 優秀 ○
2 愛知 大府市立大東小学校 管打十重奏 優秀

賞 ヤマハ順 支部 団体名 編成


