
第１2回中部日本個人・重奏コンテスト滋賀県大会　結果
順 部門 団体名 編成 賞

1 中学校個人の部１ 東近江市立能登川中学校 打楽器 銀賞
2 中学校個人の部２ 近江八幡市立八幡西中学校 トランペット 金賞
3 中学校個人の部３ 滋賀大学教育学部附属中学校 ホルン 金賞・代表
4 中学校個人の部４ 甲賀市立水口中学校 トロンボーン 銀賞
5 中学校個人の部５ 長浜市立西中学校 クラリネット 銀賞
6 中学校個人の部６ 東近江市立湖東中学校 クラリネット 銅賞
7 中学校個人の部７ 守山市立守山南中学校 オーボエ 金賞
8 中学校個人の部８ 東近江市立聖徳中学校 トロンボーン 銀賞
9 中学校個人の部９ 湖南市立甲西北中学校 フルート 金賞・代表・教育長賞

10 中学校個人の部１０ 東近江市立能登川中学校 クラリネット 金賞
11 中学校個人の部１１ 彦根市立稲枝中学校 フルート 銀賞
12 中学校個人の部１２ 近江八幡市立八幡西中学校 マリンバ 銀賞
13 中学校個人の部１３ 滋賀大学教育学部附属中学校 クラリネット 金賞
14 中学校個人の部１４ 愛荘町立秦荘中学校 クラリネット 銅賞
15 中学校個人の部１５ 甲賀市立水口中学校 フルート 銀賞
16 中学校個人の部１６ 長浜市立西中学校 フルート 金賞・代表
17 中学校個人の部１７ 野洲市立野洲中学校 オーボエ 銅賞
18 中学校個人の部１８ 東近江市立湖東中学校 アルトサクソフォン 銅賞
19 中学校個人の部１９ 守山市立守山南中学校 ファゴット 銀賞
20 中学校個人の部２０ 甲賀市立甲南中学校 フルート 金賞
21 中学校個人の部２１ 東近江市立聖徳中学校 フルート 金賞
22 中学校個人の部２２ 竜王町立竜王中学校 コントラバス 銀賞
23 中学校個人の部２３ 湖南市立甲西北中学校 ホルン 金賞
24 中学校個人の部２４ 東近江市立玉園中学校 トロンボーン 銅賞
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25 中学校重奏の部１ 甲良町立甲良中学校 管楽５重奏 銅賞
26 中学校重奏の部２ 彦根市立鳥居本中学校 管楽５重奏 銅賞
27 中学校重奏の部３ 愛荘町立愛知中学校 金管８重奏 銀賞
28 中学校重奏の部４ 東近江市立能登川中学校 サクソフォン４重奏 金賞
29 中学校重奏の部５ 長浜市立高月中学校 管打７重奏 銅賞
30 中学校重奏の部６ 愛荘町立秦荘中学校 金管８重奏 銀賞
31 中学校重奏の部７ 湖南市立甲西北中学校 フルート３重奏 金賞
32 中学校重奏の部８ 豊郷町立豊日中学校 木管７重奏 金賞
33 中学校重奏の部９ 東近江市立湖東中学校 打楽器４重奏 銀賞
34 中学校重奏の部１０ 近江八幡市立八幡東中学校 打楽器３重奏 銀賞
35 中学校重奏の部１１ 滋賀大学教育学部附属中学校 金管６重奏 金賞
36 中学校重奏の部１２ 甲賀市立甲南中学校 クラリネット８重奏 金賞
37 中学校重奏の部１３ 守山市立守山南中学校 フルート４重奏 金賞
38 中学校重奏の部１４ 東近江市立朝桜中学校 クラリネット５重奏 銀賞
39 中学校重奏の部１５ 湖南市立日枝中学校 木管５重奏 銀賞
40 中学校重奏の部１６ 彦根市立稲枝中学校 クラリネット３重奏 銀賞
41 中学校重奏の部１７ 東近江市立聖徳中学校 サクソフォン３重奏 金賞
42 中学校重奏の部１８ 多賀町立多賀中学校 管楽７重奏 銅賞
43 中学校重奏の部１９ 彦根市立東中学校 金管８重奏 銀賞
44 中学校重奏の部２０ 竜王町立竜王中学校 サクソフォン４重奏 金賞
45 中学校重奏の部２１ 東近江市立愛東中学校 金管４重奏 銅賞
46 中学校重奏の部２２ 甲賀市立水口中学校 打楽器６重奏 金賞
47 中学校重奏の部２３ 滋賀県立河瀬中学校 クラリネット４重奏 金賞
48 中学校重奏の部２４ 野洲市立野洲中学校 木管８重奏 金賞
49 中学校重奏の部２５ 東近江市立玉園中学校 木管７重奏 銅賞
50 中学校重奏の部２６ 彦根市立西中学校 打楽器３重奏 金賞
51 中学校重奏の部２７ 甲賀市立城山中学校 木管３重奏 銅賞
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52 中学校重奏の部２８ 長浜市立西中学校 サクソフォン４重奏 銀賞
53 中学校重奏の部２９ 近江八幡市立八幡西中学校 フルート３重奏 銀賞
54 中学校重奏の部３０ 彦根市立彦根中学校 金管５重奏 銀賞
55 中学校重奏の部３１ 草津市立草津中学校 クラリネット４重奏 金賞
56 中学校重奏の部３２ 守山市立守山中学校 フルート３重奏 金賞
57 中学校重奏の部３３ 東近江市立船岡中学校 木管６重奏 金賞
58 中学校重奏の部３４ 近江八幡市立安土中学校 木管５重奏 銅賞
59 中学校重奏の部３５ 彦根市立南中学校 クラリネット５重奏 金賞
60 中学校重奏の部３６ 守山市立明富中学校 木管１０重奏 金賞・代表
61 中学校重奏の部３７ 彦根市立中央中学校 金管８重奏 銀賞
62 中学校重奏の部３８ 東近江市立五個荘中学校 クラリネット４重奏 金賞
63 中学校重奏の部３９ 長浜市立南中学校 木管５重奏 銀賞
64 中学校重奏の部４０ 彦根市立鳥居本中学校 打楽器３重奏 金賞・代表
65 中学校重奏の部４１ 愛荘町立愛知中学校 打楽器３重奏 金賞
66 中学校重奏の部４２ 東近江市立能登川中学校 フルート３重奏 金賞
67 中学校重奏の部４３ 長浜市立高月中学校 木管３重奏 銅賞
68 中学校重奏の部４４ 愛荘町立秦荘中学校 打楽器３重奏 銀賞
69 中学校重奏の部４５ 湖南市立甲西北中学校 金管６重奏 金賞
70 中学校重奏の部４６ 豊郷町立豊日中学校 管打７重奏 金賞
71 中学校重奏の部４７ 近江八幡市立八幡東中学校 金管８重奏 銀賞
72 中学校重奏の部４８ 滋賀大学教育学部附属中学校 サクソフォン４重奏 金賞
73 中学校重奏の部４９ 甲賀市立甲南中学校 サクソフォン４重奏 金賞
74 中学校重奏の部５０ 守山市立守山南中学校 金管５重奏 金賞
75 中学校重奏の部５１ 東近江市立朝桜中学校 バリ・チューバ４重奏 銅賞
76 中学校重奏の部５２ 湖南市立日枝中学校 金管５重奏 銀賞
77 中学校重奏の部５３ 彦根市立稲枝中学校 金管５重奏 銀賞
78 中学校重奏の部５４ 多賀町立多賀中学校 打楽器３重奏 金賞
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79 中学校重奏の部５５ 彦根市立東中学校 打楽器５重奏 銀賞
80 中学校重奏の部５６ 竜王町立竜王中学校 金管６重奏 銀賞
81 中学校重奏の部５７ 東近江市立愛東中学校 木管４重奏 銅賞
82 中学校重奏の部５８ 甲賀市立水口中学校 クラリネット５重奏 銀賞
83 中学校重奏の部５９ 滋賀県立河瀬中学校 打楽器７重奏 金賞
84 中学校重奏の部６０ 野洲市立野洲中学校 金管８重奏 銀賞
85 中学校重奏の部６１ 彦根市立西中学校 金管８重奏 銀賞
86 中学校重奏の部６２ 甲賀市立城山中学校 サクソフォン４重奏 銀賞
87 中学校重奏の部６３ 長浜市立西中学校 金管８重奏 銀賞
88 中学校重奏の部６４ 近江八幡市立八幡西中学校 サクソフォン５重奏 銀賞
89 中学校重奏の部６５ 彦根市立彦根中学校 木管５重奏 銀賞
90 中学校重奏の部６６ 草津市立草津中学校 管弦４重奏 銅賞
91 中学校重奏の部６７ 守山市立守山中学校 打楽器６重奏 金賞
92 中学校重奏の部６８ 近江八幡市立安土中学校 木管４重奏 銅賞
93 中学校重奏の部６９ 彦根市立南中学校 打楽器５重奏 銀賞
94 中学校重奏の部７０ 守山市立明富中学校 金管８重奏 金賞
95 中学校重奏の部７１ 彦根市立中央中学校 サクソフォン３重奏 銀賞
96 中学校重奏の部７２ 東近江市立五個荘中学校 打楽器３重奏 金賞・代表・教育長賞

97 中学校重奏の部７３ 長浜市立南中学校 金管８重奏 銀賞
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98 高等学校個人の部１ 近江高等学校 フルート 銀賞
99 高等学校個人の部２ 近江兄弟社高等学校 クラリネット 金賞・代表
100 高等学校個人の部３ 滋賀県立河瀬高等学校 クラリネット 金賞・代表・教育長賞

101 高等学校個人の部４ 近江高等学校 クラリネット 銀賞
102 高等学校個人の部５ 滋賀県立彦根翔陽高等学校 ユーフォニアム 銀賞
103 高等学校個人の部６ 近江兄弟社高等学校 トランペット 銅賞
104 高等学校個人の部７ 滋賀県立八日市高等学校 マリンバ 金賞
105 高等学校個人の部８ 滋賀県立彦根翔西館高等学校 アルトサクソフォン 銅賞
106 高等学校個人の部９ 滋賀県立河瀬高等学校 フルート 銀賞
107 高等学校個人の部１０ 滋賀県立大津高等学校 クラリネット 金賞・代表
108 大学/一般個人の部１ 甲西吹奏楽団ジュニアバンド クラリネット 金賞
109 高等学校重奏の部１ 滋賀県立八日市高等学校 木管８重奏 金賞・教育長賞
110 高等学校重奏の部２ 滋賀県立玉川高等学校 金管４重奏 棄権
111 高等学校重奏の部３ 滋賀県立大津高等学校 管弦７重奏 金賞・代表
112 高等学校重奏の部４ 滋賀県立八幡高等学校 打楽器５重奏 金賞
113 高等学校重奏の部５ 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 金管５重奏 銅賞
114 高等学校重奏の部６ 滋賀県立河瀬高等学校 金管１０重奏 金賞
115 高等学校重奏の部７ 滋賀県立日野高等学校 管打５重奏 銅賞
116 高等学校重奏の部８ 滋賀県立八日市高等学校 木管５重奏 銀賞
117 高等学校重奏の部９ 滋賀県立玉川高等学校 木管６重奏 銀賞
118 高等学校重奏の部１０ 滋賀県立大津高等学校 金管８重奏 金賞
119 高等学校重奏の部１１ 滋賀県立八幡高等学校 フルート３重奏 金賞
120 高等学校重奏の部１２ 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 管打８重奏 金賞・代表
121 高等学校重奏の部１３ 滋賀県立河瀬高等学校 打楽器７重奏 金賞・代表
122 大学/一般重奏の部１ ＦＵＪＩＭＩ　Ｊｒ．Ｂａｎｄ 打楽器５重奏 金賞
123 大学/一般重奏の部２ 滋賀大学吹奏楽団 金管８重奏 銀賞
124 大学/一般重奏の部３ 甲西吹奏楽団ジュニアバンド フルート３重奏 金賞
125 大学/一般重奏の部４ ＦＵＪＩＭＩ　Ｊｒ．Ｂａｎｄ 管打７重奏 銀賞
126 大学/一般重奏の部５ 滋賀大学吹奏楽団 フルート３重奏 銀賞
127 大学/一般重奏の部６ 甲西吹奏楽団ジュニアバンド 打楽器３重奏 金賞・代表

代表校は、３月末の本大会へ駒を進めます。
大学・一般部門を除く各部門の最優秀団体には、
「彦根市教育委員会教育長賞」が贈られます。


