
1 Fl 上里町立上里中学校 アルルの女 銅賞

2 Fl 深谷市立南中学校 演奏会用ソナタ ⅠⅡ 金賞 ○

3 Fl 熊谷市立三尻中学校 美女と野獣 銅賞

4 Fl さいたま市立内谷中学校 アルルの女 銀賞 ○

5 Fl 熊谷市立三尻中学校 「歌の翼」による幻想曲 金賞 ○

6 Fl 熊谷市立富士見中学校 パルティータイ短調BWV1013第4楽章 銀賞 ○

7 Fl 本庄市立児玉中学校 メロディ 金賞 ○

8 Fl 本庄市立本庄南中学校 愛に挨拶 銅賞

9 Fl 本庄市立本庄南中学校 「アルルの女」より メヌエット 銀賞 ○

10 Fl 本庄市立本庄東中学校 「歌の翼」による幻想曲 銀賞 ○

11 Fl 熊谷市立妻沼西中学校 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 銅賞

12 Fl 秩父市立秩父第一中学校 「アルルの女」より メヌエット 金賞 ○

13 Fl 熊谷市立富士見中学校 愛の挨拶 金賞 ○

14 Fl 上里町立上里北中学校 リバー・フローズ・イン・ユー 金賞 ○

15 Fl さいたま市立常盤中学校 カルメンより間奏曲 棄権

16 Fl 美里町立美里中学校 愛の挨拶 銀賞 ○

17 Fl 熊谷市立妻沼西中学校 セレナーデ 金賞 ○

18 Fl さいたま市立内谷中学校 風笛～あすかのテーマ～ 金賞 ○

19 Fl 深谷市立岡部中学校 さくら色のワルツ 銀賞 ○

20 Fl さいたま市立与野東中学校 タイスの瞑想曲 銀賞 ○

21 Ob さいたま市立内谷中学校 誰も寝てはならぬ 銀賞 ○

22 Ob さいたま市立常盤中学校 幻想曲 金賞 ○

23 Fg さいたま市立内谷中学校 ソナタ 金賞 ○

24 Cl 上里町立上里北中学校 ノクターン 金賞 ○

25 Cl 本庄市立本庄南中学校 JINー仁～メインテーマ 金賞 ○

26 Cl さいたま市立常盤中学校 ロンドンデリーの歌 銀賞 ○

27 Cl 本庄市立本庄西中学校 デュオ 金賞 ○ 最優秀賞

28 Cl 本庄市立本庄東中学校 ソナタ 金賞 ○

29 Cl さいたま市立内谷中学校 小品 銀賞 ○

30 Cl 本庄市立本庄南中学校 風笛～あすかのテーマ～ 銀賞

31 Cl 熊谷市立三尻中学校 星に願いを 銀賞

32 Cl 深谷市立川本中学校 ５つのバガテル 金賞 ○

33 Cl 熊谷市立三尻中学校 ノクターン第２番　変ホ長調 金賞 ○

34 Cl 秩父市立秩父第一中学校 クラリネット・ポルカ 銀賞

35 Cl 秩父市立秩父第一中学校 ブルームスのワルツ 銀賞 ○

36 Cl 深谷市立川本中学校 ロンドンデリーの歌 銀賞 ○

37 Cl さいたま市立内谷中学校 クラリネット・ポルカ 金賞 ○

38 Cl 深谷市立岡部中学校 Fantasiestuke Gade 金賞 ○

39 Cl さいたま市立内谷中学校 亜麻色の髪の乙女 金賞 ○

40 Cl さいたま市立内谷中学校 妖精の踊り 銀賞

41 Cl 熊谷市立富士見中学校 美女と野獣 銀賞 ○

42 Cl 本庄市立本庄東中学校 ソナタ 銅賞
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43 Cl 美里町立美里中学校 セレナーデ 金賞 ○

44 Cl さいたま市立常盤中学校 メヌエット　ト長調 金賞 ○

45 Cl 上里町立上里中学校 ５つのバカテルより　IV. FORLANA 金賞 ○

46 Cl 深谷市立岡部中学校 トロイメライ～「子供の情景　作品１５」より 銅賞

47 Cl さいたま市立与野東中学校 幻想曲 金賞 ○

48 Cl 本庄市立本庄西中学校 セヴィリア 金賞 ○

49 Cl 深谷市立南中学校 シチリアーノ 金賞 ○

50 Cl 熊谷市立富士見中学校 ムーンライト・セレナーデ 銀賞 ○

51 B/Cl 本庄市立本庄南中学校 愛の挨拶 金賞 ○

52 Cl 本庄市立児玉中学校 亜麻色の髪の乙女 金賞 ○

53 Cl 深谷市立岡部中学校 THE LITTLE NEGRO 銀賞 ○

54 Cl 熊谷市立三尻中学校 美女と野獣 銀賞

55 Cl 熊谷市立妻沼西中学校 アメージンググレース 銀賞

56 A/Sax 秩父市立秩父第一中学校 小さな黒人 銀賞 ○

57 A/Sax 秩父市立秩父第一中学校 アンダンテとアレグロ 棄権

58 T/Sax さいたま市立内谷中学校 動物の謝肉祭より　白鳥 金賞 ○

59 A/Sax さいたま市立内谷中学校 チャルダッシュ 金賞 ○

60 B/Sax 上里町立上里北中学校 陽のあたる庭 金賞 ○

61 B/Sax 美里町立美里中学校 ジュピター 金賞 ○

62 T/Sax 本庄市立本庄南中学校 星に願いを 銅賞

63 A/Sax 熊谷市立三尻中学校 別れの曲 銅賞

64 B/Sax 熊谷市立富士見中学校 陽のあたる庭 銀賞 ○

65 B/Sax 本庄第一中学校 リベルタンゴ 金賞 ○

66 T/Sax 伊奈町立小針中学校 津軽海峡・冬景色 金賞 ○

67 T/Sax 上里町立上里中学校 動物の謝肉祭より　白鳥 棄権

68 A/Sax 上里町立上里中学校 アンダンテとアレグロ 金賞 ○

69 A/Sax 本庄市立本庄南中学校 トロイメライ～「子供の情景　作品１５」より 金賞 ○

70 T/Sax 本庄市立本庄東中学校 愛の賛歌 金賞 ○

71 A/Sax 熊谷市立荒川中学校 愛のあいさつ 銀賞 ○

72 A/Sax 深谷市立川本中学校 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 金賞 ○

73 T/Sax 美里町立美里中学校 ベルガマスク組曲より　月の光 金賞 ○

74 T/Sax 熊谷市立富士見中学校 Tomorrow 金賞 ○

75 A/Sax 熊谷市立妻沼西中学校 組曲「動物の謝肉祭」より 白鳥 銅賞

76 T/Sax 深谷市立岡部中学校 My heart will go on 銀賞 ○

77 T/Sax 熊谷市立荒川中学校 トロイメライ～「子供の情景　作品１５」より 金賞 ○

78 A/Sax 本庄市立児玉中学校 プロヴァンスの風景 第２・３楽章 金賞 ○

79 A/Sax 本庄市立児玉中学校 シャンソンとパスピエ 銅賞

80 T/Sax 熊谷市立三尻中学校 トロイメライ～「子供の情景　作品１５」より 金賞 ○

81 B/Sax 本庄市立本庄東中学校 亡き王女の為のパバーヌ 銅賞

82 T/Sax 上里町立上里北中学校 美女と野獣 金賞 ○

83 A/Sax 深谷市立南中学校 情熱大陸 金賞 ○

84 B/Sax 本庄市立本庄西中学校 シチリア―ノ 金賞 ○

85 Fl さいたま市立常盤中学校 「歌の翼」による幻想曲 金賞 ○ アコード賞

86 Cl さいたま市立常盤中学校 シチリアーノ 銀賞 ○

87 Cl さいたま市立大久保中学校 ユモレスク 金賞 ○



88 Mar 熊谷市立妻沼西中学校 火華 金賞 ○

89 Mar 上里町立上里北中学校 ウィリアムテル序曲 金賞 ○

90 Mar 秩父市立秩父第一中学校 おもちゃの兵隊の行進 銀賞 ○

91 Mar 本庄市立本庄東中学校 チャール・ダッシュ 銅賞

92 Mar 本庄市立児玉中学校 管弦楽組曲第2番より　メヌエット　バディネリ 銅賞

93 Mar さいたま市立内谷中学校 マリンバのための夜想曲「静かなるもの」 金賞 ○

94 Mar 秩父市立秩父第一中学校 組曲「ガイーヌ」より 剣の舞 金賞 ○

95 Mar さいたま市立内谷中学校 Fairy Dance 金賞 ○ アコード賞

96 Mar 熊谷市立三尻中学校 フィドル・ﾌｧドル 金賞 ○

97 Mar 本庄市立児玉中学校 管弦楽組曲第3番より　ロンド 銅賞

98 Mar さいたま市立与野東中学校 プリズム 金賞 ○

99 Mar 深谷市立南中学校 トルコ行進曲 金賞 ○

100 Mar 本庄市立本庄東中学校 チャール・ダッシュ 銅賞

101 Mar 熊谷市立富士見中学校 ハンガリー舞曲第６番 銀賞 ○

102 Mar 上里町立上里中学校 アメリカンパトロール 銀賞 ○

103 Mar 本庄市立本庄南中学校 シロフォニア 銀賞 ○

104 Mar さいたま市立内谷中学校 イエローアフターTザレイン 金賞 ○

105 Mar 美里町立美里中学校 組曲「ガイーヌ」より 剣の舞 棄権

106 Mar 深谷市立岡部中学校 道化師のギャロップ 棄権

107 Mar 本庄市立本庄西中学校 アメリカンパトロール 金賞 ○

108 SD 深谷市立川本中学校 クラリネットをこわしちゃった 金賞 ○

109 SD 熊谷市立三尻中学校 小太鼓組曲第２楽章 金賞 ○

110 SD 上里町立上里中学校 クラリネットをこわしちゃった 銀賞 ○

111 St/B 熊谷市立富士見中学校 白鳥になりたかった象 金賞 ○

112 St/B さいたま市立内谷中学校 アメイジング・グレース 銀賞 ○

113 Tub 深谷市立南中学校 組曲 動物の謝肉祭より「象」 銀賞 ○

114 Tub さいたま市立与野東中学校 動物の謝肉祭より「象」 金賞 ○

115 Tub 熊谷市立富士見中学校 アメイジング・グレイス 銅賞

116 Tub 本庄市立児玉中学校 ラルゴ～オンプラ・マイ・フ～ 銅賞

117 Tub 熊谷市立三尻中学校 星に願いを 金賞 ○

118 Tub さいたま市立大久保中学校 夜明けのマンハッタン 金賞 ○

119 Tub 上里町立上里中学校 組曲 動物の謝肉祭より「象」 銅賞

120 Tub さいたま市立内谷中学校 ガボット 金賞 ○

121 Tub 深谷市立岡部中学校 組曲 動物の謝肉祭より「象」 銀賞 ○

122 Tub 秩父市立秩父第一中学校 星に願いを 銀賞 ○

123 Tub 深谷市立川本中学校 組曲 動物の謝肉祭より「象」 銀賞 ○

124 Tub 本庄市立本庄東中学校 イントロダクションとダンス 金賞 ○

125 Euph 熊谷市立三尻中学校 もののけ姫 銅賞

126 Euph 本庄市立本庄南中学校 ロンドンデリーの歌 金賞 ○

127 Euph 深谷市立南中学校 美女と野獣 銀賞 ○

128 Euph さいたま市立内谷中学校 Song for Ina 金賞 ○ アコード賞

129 Euph さいたま市立与野東中学校 エンターテイナー 銀賞 ○

130 Euph 本庄市立児玉中学校 ソナタ 金賞 ○

131 Euph 上里町立上里北中学校 歌の翼に 銀賞 ○

132 Euph 上里町立上里中学校 夢のあとに 金賞 ○



133 Euph 深谷市立岡部中学校 イエスタディ・ワンス・モア 銅賞

134 Euph 秩父市立秩父第一中学校 ロマンス 金賞 ○

135 Euph 熊谷市立富士見中学校 少年時代 金賞 ○

136 Euph 本庄市立本庄東中学校 イントロダクションとダンス 金賞 ○

137 Tb さいたま市立内谷中学校 夢路より 銀賞 ○

138 Tb 美里町立美里中学校 糸 金賞 ○

139 Tb 上里町立上里北中学校 Song for Ina 銀賞 ○

140 Tb 熊谷市立三尻中学校 有名なアリア 銀賞 ○

141 Tb 秩父市立秩父第一中学校 歌劇「カヴァレリア ルスティカーナ」より間奏曲 銀賞 ○

142 Tb さいたま市立内谷中学校 有名なアリア 銀賞 ○

143 Tb 本庄市立本庄東中学校 イエスタディ・ワンス・モア 銀賞 ○

144 Tb 本庄市立本庄南中学校 アメイジング・グレイス 銅賞

145 Tb 本庄市立本庄西中学校 歌の翼に 銀賞 ○

146 Tb 深谷市立岡部中学校 Part of your worid 銅賞

147 Tb 本庄市立本庄南中学校 虹の彼方に 銀賞 ○

148 Tb 秩父市立秩父第一中学校 SONATA 金賞 ○

149 Tb 本庄市立児玉中学校 バルカロールと酒の歌 金賞 ○

150 Tb 深谷市立岡部中学校 美女と野獣 銀賞 ○

151 Tb 深谷市立南中学校 ジムノペディ　第１番 銅賞

152 Tb 深谷市立川本中学校 有名なアリア 金賞 ○

153 Tb 上里町立上里中学校 シャウティン　ライザ　トロンボーン 金賞 ○

154 Tb 熊谷市立富士見中学校 ハナミズキ 銀賞 ○

155 Tb 熊谷市立富士見中学校 星に願いを 銅賞

156 Hr 本庄市立児玉中学校 ロンドンデリーの歌 銀賞 ○

157 Hr 熊谷市立荒川中学校 人生のメリーゴーランド 棄権

158 Hr 秩父市立秩父第一中学校 ロマンス　ヘ長調 銀賞 ○

159 Hr 美里町立美里中学校 糸 銅賞

160 Hr 上里町立上里北中学校 ロマンス　ヘ長調 銅賞

161 Hr さいたま市立内谷中学校 ロマンス 金賞 ○

162 Hr 上里町立上里中学校 故郷の人々 銀賞 ○

163 Hr 深谷市立南中学校 ソナタ　悲愴 第２楽章 金賞 ○

164 Hr さいたま市立内谷中学校 ロマンス 金賞 ○

165 Hr 本庄市立本庄西中学校 はかなし愛の誓い 銅賞

166 Hr 深谷市立岡部中学校 君をのせて 銀賞 ○

167 Tp 上里町立上里北中学校 My　Heart　Will　Go　On 銅賞

168 Tp 秩父市立秩父第一中学校 the beautiful snow 銀賞 ○

169 Tp 深谷市立岡部中学校 アメイジング・グレイス 銅賞

170 Tp 熊谷市立妻沼西中学校 ハトと少年 銀賞 ○

171 Tp さいたま市立常盤中学校 ビューティフル　スノー 金賞 ○

172 Tp 熊谷市立三尻中学校 カントリーロード 銀賞 ○

173 Tp さいたま市立常盤中学校 スターリング 金賞 ○

174 Tp 本庄市立本庄西中学校 たそがれのトランペット 銅賞

175 Tp 熊谷市立三尻中学校 プチピース協奏曲 金賞 ○

176 Tp 秩父市立秩父第一中学校 MAY DAY   COUNTRY DANCE 銀賞 ○

177 Tp さいたま市立内谷中学校 Fantaisie and Variations on a Cavatioｎ 銀賞 ○



178 Tp 上里町立上里中学校 A Memory  Sweet Midst Battle's Roar      A Melody 銅賞

179 Tp 熊谷市立富士見中学校 あの夏へ 銀賞 ○

180 Tp さいたま市立大久保中学校 ぬくもりの庭 金賞 ○

181 Tp さいたま市立内谷中学校 Aria con Variazioni 金賞 ○

182 Tp 深谷市立岡部中学校 君をのせて 銀賞 ○

183 Tp 美里町立美里中学校 もののけ姫 金賞 ○

184 Tp 本庄市立本庄南中学校 ハナミズキ 銅賞

185 Tp 熊谷市立富士見中学校 もののけ姫 銀賞 ○

186 Tp 本庄市立本庄南中学校 シチリアーナ 金賞 ○

187 Tp 深谷市立川本中学校 アメイジング・グレイス 銅賞

188 Tp 深谷市立南中学校 もののけ姫 銅賞

189 Tp 本庄市立本庄東中学校 イエスタディ・ワンス・モア 銅賞

190 Tp 本庄市立児玉中学校 Ａ　Memory　Sweet　Midst　Battle’ｓ　Roar 銀賞 ○

191 Tp さいたま市立与野東中学校 華麗なる幻想曲 金賞 ○

192 Hr さいたま市立常盤中学校 ロマンス 金賞 ○ アコード賞

193 Hr さいたま市立常盤中学校 アイルランドにて 金賞 ○


