
中学校の部

1 千代川中Ａ 金管四重奏 優良 43 結城中Ａ 打楽器三重奏 優秀

2 猿島中Ａ 打楽器三重奏 優良 44 関城中Ａ 打楽器六重奏 優秀 代表

3 協和中Ａ 木管四重奏 優良 45 八千代一中Ａ 木管五重奏 奨励

4 坂東南中Ａ 管楽四重奏 奨励 46 三和東中Ａ 管楽五重奏 奨励

5 千代川中Ｂ クラリネット三重奏 優秀 47 結城中Ｂ 金管六重奏 優良

6 猿島中Ｂ 金管五重奏 優良 48 関城中Ｂ 木管三重奏 優良

7 協和中Ｂ 金管四重奏 奨励 49 八千代一中Ｂ 金管八重奏 奨励

8 坂東南中Ｂ 金管五重奏 奨励 50 結城南中Ａ 管楽七重奏 優良

9 千代川中Ｃ 管楽六重奏 優秀 代表 51 結城中Ｃ 木管七重奏 優良

10 猿島中Ｃ 木管五重奏 優良 52 関城中Ｃ 金管七重奏 奨励

11 協和中Ｃ サクソフォーン三重奏 優良 53 八千代一中Ｃ 打楽器三重奏 奨励

12 古河二中Ａ 打楽器四重奏 優秀 54 水海道西中Ａ 打楽器五重奏 優良

13 水海道中Ａ 金管四重奏 優秀 55 総和南中Ａ 木管四重奏 優良

14 下館中Ａ 金管四重奏 優秀 56 下妻中Ａ 打楽器三重奏 優秀

15 明野中Ａ 木管三重奏 優秀 57 石下西中Ａ 管楽八重奏 奨励

16 古河二中Ｂ サクソフォーン四重奏 優秀 代表 58 水海道西中Ｂ 木管八重奏 奨励

17 水海道中Ｂ 金管六重奏 優良 59 総和南中Ｂ 金管五重奏 優良

18 下館中Ｂ 打楽器四重奏 優秀 60 下妻中Ｂ 木管六重奏 優良

19 明野中Ｂ 金管五重奏 奨励 61 石下西中Ｂ 打楽器六重奏 優秀

20 古河二中Ｃ 木管八重奏 優秀 代表 62 水海道西中Ｃ 金管七重奏 奨励

21 水海道中Ｃ 木管三重奏 優秀 代表 63 総和南中Ｃ 管楽八重奏 奨励

22 下館中Ｃ 木管五重奏 優秀 64 下妻中Ｃ 金管八重奏 優良

23 三和北中Ａ 木管三重奏 奨励 65 下館南中Ａ 打楽器三重奏 優秀 代表

24 結城東中Ａ 木管八重奏 奨励 66 古河一中Ａ 管楽八重奏 優良

25 八千代東中Ａ 管楽四重奏 奨励 67 古河中等Ａ クラリネット四重奏 優秀

26 桃山学園Ａ 管楽三重奏 奨励 68 岩瀬東中Ａ 管楽八重奏 奨励

27 三和北中Ｂ 金管六重奏 優良 69 下館南中Ｂ 金管五重奏 優秀

28 結城東中Ｂ 木管五重奏 優良 70 古河一中Ｂ 金管八重奏 優秀

29 八千代東中Ｂ サクソフォーン四重奏 奨励 71 古河中等Ｂ サクソフォーン五重奏 優秀 代表

30 坂東東中Ａ 管楽四重奏 優良 72 岩瀬東中Ｂ 木管四重奏 奨励

31 三和北中Ｃ サクソフォーン四重奏 優良 73 下館南中Ｃ 木管三重奏 優秀 代表

32 結城東中Ｃ 金管八重奏 優良 74 古河一中Ｃ 木管八重奏 優秀

33 八千代東中Ｃ 金管八重奏 優良 75 古河中等Ｃ 打楽器六重奏 優秀 代表

34 境二中Ａ 管楽六重奏 優良 76 総和中Ａ 管楽五重奏 奨励

35 石下中Ａ 木管八重奏 優秀 77 総和北中Ａ 管楽八重奏 奨励

36 境一中Ａ クラリネット三重奏 優秀 代表 78 下妻東部中Ａ 打楽器三重奏 優秀 代表

37 五霞中Ａ 管楽三重奏 奨励 79 鬼怒中Ａ 金管三重奏 奨励

38 境二中Ｂ 管楽五重奏 奨励 80 総和中Ｂ 管楽六重奏 奨励

39 石下中Ｂ 金管八重奏 優良 81 総和北中Ｂ 管楽八重奏 優良

40 境一中Ｂ 管楽八重奏 優秀 次点 82 下妻東部中Ｂ 木管三重奏 奨励

41 下館西中Ａ 管楽七重奏 優良 83 総和中Ｃ 管楽五重奏 奨励

42 境二中Ｃ サクソフォーン三重奏 優良 84 総和北中Ｃ 打楽器三重奏 優秀 代表
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