
中学⽣の部 編　成 ⾼校⽣の部 編　成
1 ⼋王⼦市⽴恩⽅中学校 管楽三重奏 県⽴相模原中等教育学校 フルート三重奏

2 多摩⼤学附属聖ヶ丘中学校 管楽四重奏 多摩⼤学附属聖ヶ丘⾼等学校 フルート三重奏

3 ⻘梅市⽴⻄中学校 管楽四重奏 専修⼤学附属⾼等学校 フルート三重奏

4 ⼋王⼦市⽴ひよどり⼭中学校 管楽五重奏 都⽴杉並⾼等学校 フルート四重奏

5 明治⼤学付属中野⼋王⼦中学校 管楽五重奏 神奈川県⽴⼾塚⾼等学校 オーボエ三重奏

6 ⼋王⼦市⽴館中学校 管楽五重奏 錦城⾼等学校 クラリネット三重奏

7 ⼋王⼦市⽴城⼭中学校 管楽五重奏 都⽴⼤泉⾼等学校 クラリネット三重奏

8 杉並区⽴東原中学校 管楽五重奏 宝仙学園⾼等学校 クラリネット四重奏

9 町⽥市⽴南⼤⾕中学校 管楽五重奏 豊島岡⼥⼦⾼等学校 クラリネット四重奏

10 府中市⽴府中第五中学校 管楽六重奏 中央⼤学附属⾼等学校 クラリネット五重奏

11 ⽻村市⽴⽻村第三中学校 管楽六重奏 都⽴⽚倉⾼等学校 クラリネット五重奏

12 ⼩⾦井市⽴南中学校 管楽六重奏 神奈川県⽴⼾塚⾼等学校 クラリネット六重奏

13 昭島市⽴昭和中学校 管楽六重奏 都⽴⼋王⼦桑志⾼等学校 管楽六重奏

14 東村⼭市⽴東村⼭第四中学校 管楽七重奏 都⽴産業技術⾼等専⾨学校荒川キャンパス 管楽七重奏

15 檜原村⽴檜原中学校 管楽七重奏 都⽴⼩⾦井北⾼等学校 管楽⼋重奏

16 昭和⼥⼦⼤学附属昭和中学校 管楽七重奏 都⽴杉並⾼等学校 管楽⼋重奏

17 東⼤和市⽴第四中学校 管楽⼋重奏 桐蔭学園⾼等学校 管楽⼗重奏

18 あきる野市⽴御堂中学校 管楽⼋重奏 都⽴⽴川⾼等学校 ⾦管六重奏

19 相模原市⽴相原中学校 管楽⼋重奏 都⽴忍岡⾼等学校 ⾦管六重奏

20 ⽻村市⽴⽻村第⼀中学校 管楽⼋重奏 堀越⾼等学校 ⾦管六重奏

21 福⽣市⽴福⽣第⼆中学校 管楽⼋重奏 都⽴上⽔⾼等学校 ⾦管七重奏

22 都⽴⼤泉⾼等学校附属中学校 クラリネット五重奏 都⽴墨⽥川⾼等学校 トロンボーン四重奏

23 府中市⽴府中第六中学校 サクソフォーン三重奏 都⽴富⼠森⾼等学校 ⽊管三重奏

24 ⼩平市⽴⼩平第⼆中学校 ⾦管四重奏 ⼋王⼦実践⾼等学校 ⽊管四重奏

25 ⽇野市⽴三沢中学校 ⾦管五重奏 都⽴三⽥⾼等学校 ⽊管五重奏

26 ⼩平市⽴⼩平第六中学校 ⾦管五重奏 ⻘稜⾼等学校 ⽊管五重奏

27 共⽴⼥⼦第⼆中学校 ⾦管六重奏 都⽴⻄⾼等学校 ⽊管五重奏

28 ⼤⽥区⽴志茂⽥中学校 ⾦管六重奏 都⽴忍岡⾼等学校 ⽊管五重奏

29 三鷹の森学園 三鷹市⽴第三中学校 ⾦管六重奏 昭和第⼀学園⾼等学校 ⽊管六重奏

30 町⽥市⽴⼩⼭中学校 ⾦管七重奏 拓殖⼤学第⼀⾼等学校 ⽊管六重奏

31 ⼤⽥区⽴雪⾕中学校 ⾦管七重奏 都⽴⼋王⼦東⾼等学校 サクソフォーン四重奏

32 ⻘梅市⽴泉中学校 トロンボーン三重奏 共⽴⼥⼦第⼆⾼等学校 サクソフォーン四重奏

33 福⽣市⽴福⽣第三中学校 ⽊管四重奏 宝仙学園⾼等学校 サクソフォーン四重奏



34 ⻘梅市⽴第⼆中学校 ⽊管四重奏 県⽴相模原中等教育学校 サクソフォーン四重奏

35 ⽴川市⽴⽴川第⼆中学校 ⽊管五重奏 三浦学苑⾼等学校 サクソフォーン四重奏

36 稲城市⽴稲城第六中学校 ⽊管五重奏 都⽴三⽥⾼等学校 サクソフォーン六重奏

37 町⽥市⽴鶴川中学校 ⽊管六重奏 ⼤成⾼等学校 ⽊管七重奏

38 あきる野市⽴秋多中学校 ⽊管六重奏 都⽴国分寺⾼等学校 ⽊管⼋重奏

39 ⼋王⼦市⽴椚⽥中学校 ⽊管六重奏 ⽇本⼥⼦⼤学附属⾼等学校 ⽊管⼋重奏

40 ⽇野市⽴⽇野第三中学校 ⽊管七重奏 中央⼤学杉並⾼等学校 ⽊管⼋重奏

41 ⼩平市⽴⼩平第三中学校 ⽊管七重奏 都⽴⼩⾦井北⾼等学校 ⽊管⼋重奏

42 多摩市⽴鶴牧中学校 ⽊管⼋重奏 豊昭学園 ⽊管⼋重奏

43 成蹊中学校 ⽊管⼋重奏 ⽩梅学園⾼等学校 ⽊管⼋重奏

44 中野区⽴緑野中学校 ⽊管⼋重奏 駒澤⾼等学校 ⽊管⼋重奏

45 ⼩平市⽴⼩平第四中学校 ⽊管⼋重奏 都⽴上⽔⾼等学校 ⽊管⼋重奏

46 早稲⽥実業学校中等部 ⽊管九重奏 ⻘稜⾼等学校 ⽊管⼋重奏

47 町⽥市⽴町⽥第⼀中学校 打楽器三重奏 桐蔭学園⾼等学校 ⽊管⼋重奏

48 新宿区⽴⻄⼾⼭中学校 打楽器四重奏 堀越⾼等学校 ⽊管⼋重奏

49 連雀学園三鷹市⽴第⼀中学校 打楽器五重奏 東海⼤学菅⽣⾼等学校 ⽊管⼋重奏

50 ⼋王⼦市⽴松が⾕中学校 打楽器六重奏 ⼋王⼦学園⼋王⼦⾼等学校 ⽊管⼗重奏

51 葛飾区⽴新宿中学校 打楽器七重奏 錦城⾼等学校 打楽器三重奏

52 町⽥市⽴堺中学校 打楽器⼋重奏 都⽴⼋王⼦桑志⾼等学校 打楽器三重奏

53 都⽴桜修館中等教育学校 管打四重奏 都⽴⽴川⾼等学校 打楽器四重奏

54 ⽴川市⽴⽴川第四中学校 管打五重奏 都⽴富⼠森⾼等学校 打楽器四重奏

55 ⼋王⼦市⽴由井中学校 管打五重奏 岩倉⾼等学校 打楽器四重奏

56 ⼋王⼦市⽴浅川中学校 管打六重奏 昭和⼥⼦⼤学付属昭和⾼等学校 打楽器四重奏

57 武蔵村⼭市⽴⼩中⼀貫校⼤南学園第四中学校 管打六重奏 昭和第⼀学園⾼等学校 打楽器五重奏

58 ⽇野市⽴⽇野第四中学校 管打六重奏 都⽴⽂京⾼等学校 打楽器五重奏

59 武蔵村⼭市⽴第⼀中学校 管打六重奏 安⽥学園⾼等学校 打楽器五重奏

60 北区⽴王⼦桜中学校 管打六重奏 共⽴⼥⼦第⼆⾼等学校 打楽器六重奏

61 瑞穂町⽴瑞穂中学校 管打七重奏 創価⾼等学校 打楽器六重奏

62 ⽇野市⽴⼤坂上中学校 管打七重奏 都⽴豊島⾼等学校 打楽器六重奏

63 調布市⽴第四中学校 管打七重奏 明治⼤学付属中野⼋王⼦⾼等学校 打楽器七重奏

64 ⼋王⼦市⽴中⼭中学校 管打七重奏 都⽴三鷹中等教育学校 打楽器⼋重奏

65 ⻘梅市⽴新町中学校 管打七重奏 ⽴川⼥⼦⾼等学校 管打⼋重奏

66 あきる野市⽴⻄中学校 管打七重奏 駒澤⾼等学校 管打⼋重奏

67 ⽇野市⽴⽇野第⼆中学校 管打七重奏 都⽴昭和⾼等学校 A 管打⼗重奏



68 府中市⽴浅間中学校 管打⼋重奏 都⽴昭和⾼等学校 B 管打⼗重奏

69 ⽇野市⽴七⽣中学校 管打⼋重奏 都⽴墨⽥川⾼等学校 バリトン・チューバ四重奏

70 あきる野市⽴増⼾中学校 管打⼋重奏 都⽴⻄⾼等学校 バリトン・チューバ五重奏

71 ⼤⽥区⽴東調布中学校 管打⼋重奏 都⽴⽚倉⾼等学校 バリトン・チューバ五重奏

72 ⻄東京市⽴ひばりヶ丘中学校 管打⼋重奏 中央⼤学付属⾼等学校 ⾦管⼋重奏

73 ⼋王⼦市⽴七国中学校 管打⼋重奏 拓殖⼤学第⼀⾼等学校 ⾦管⼋重奏

74 台東区⽴柏葉中学校 管打⼋重奏 ⽩梅学園⾼等学校 ⾦管⼋重奏

75 荒川区⽴原中学校 管打⼋重奏 ⼤成⾼等学校 ⾦管⼋重奏

76 川崎市⽴宮前平中学校 管打⼋重奏 都⽴豊島⾼等学校 ⾦管⼋重奏

77 中野区⽴北中野中学校 管打九重奏 多摩⼤学附属聖ヶ丘⾼等学校 ⾦管⼋重奏

78 東⼤和市⽴第⼀中学校 管打九重奏 ⼋王⼦実践⾼等学校 ⾦管⼋重奏

79 ⼋王⼦市⽴⽯川中学校 管打九重奏 創価⾼等学校 ⾦管⼋重奏

80 ⽇野市⽴⽇野第⼀中学校 管打九重奏 専修⼤学附属⾼等学校 ⾦管⼋重奏

81 世⽥⾕区⽴尾⼭台中学校 管打九重奏 明治⼤学付属中野⼋王⼦⾼等学校 ⾦管⼋重奏

82 ⼤和市⽴渋⾕中学校 管打九重奏 豊南⾼等学校 ⾦管⼋重奏

83 江東区⽴深川第⼆中学校 管打九重奏 中央⼤学杉並⾼等学校 ⾦管⼋重奏

84 昭島市⽴清泉中学校 管打⼗重奏 豊昭学園 ⾦管⼋重奏

85 武蔵村⼭市⽴第五中学校 管打⼗重奏 岩倉⾼等学校 ホルン⼋重奏

86 ⼋王⼦学園⼋王⼦中学校 管打⼗重奏 東海⼤学菅⽣⾼等学校 ⾦管⼗重奏

87 調布市⽴第三中学校 ⾦管⼋重奏 ⼋王⼦学園⼋王⼦⾼等学校 ⾦管⼗重奏

88 ⻘稜中学校 ⾦管⼋重奏 東海⼤学⾼輪台⾼等学校A ⾦管⼋重奏

89 都⽴三鷹中等教育学校 ⾦管⼋重奏 東海⼤学⾼輪台⾼等学校B ⽊管⼋重奏

90 ⼋王⼦市⽴打越中学校 ⾦管⼋重奏

91 ⼩平市⽴⼩平第五中学校 ⾦管⼋重奏

92 国分寺市⽴第⼀中学校 ⾦管⼋重奏

93 創価中学校 ⾦管⼋重奏

94 ⽇野市⽴平⼭中学校 ⾦管⼋重奏

95 町⽥市⽴つくし野中学校 ⾦管⼋重奏

96 昭島市⽴瑞雲中学校 ⾦管⼋重奏

97 ⻘梅市⽴第三中学校 ⾦管⼋重奏


