
No 地区 団体名 部門 編成 結果 花村賞
101 静岡県 浜松市立西部中学校 中学生 二重奏 銀
102 北海道 函館市立旭岡中学校 中学生 二重奏 銀
103 静岡県 静岡市立大川小中学校 中学生 二重奏 銀
104 北海道 札幌市立西野中学校 中学生 三重奏 銀
105 神奈川県 横浜市立あかね台中学校 中学生 三重奏 銀
106 栃木県 わたらせリコーダーアンサンブル 中学生 三重奏 銀
107 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校（吉田） 中学生 四重奏 金
108 新潟県 佐渡市立両津中学校 中学生 四重奏 銀
109 神奈川県 横浜市立あかね台中学校 中学生 四重奏 銅
110 鹿児島県 湧水町立栗野中学校 中学生 四重奏 銀
111 北海道 北広島エアリードット 中学生 四重奏 銀
112 台灣 台東市新生國中学校 中学生 四重奏 銀
113 埼玉県 ふじみ野市立葦原中学校 中学生 四重奏 銀
114 北海道 北見市立相内中学校 中学生 四重奏 銀
115 北海道 札幌市立西野中学校 中学生 四重奏 銀
116 茨城県 古河市立古河第二中学校 中学生 四重奏 銀
117 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校（田口） 中学生 四重奏 銀
118 埼玉県 錦城高等学校・埼玉県立川越南高等学校 高校生 二重奏 銀
119 静岡県 フジヤマアンサンブル 高校生 二重奏 銅
120 東京都 跡見学園中学校高等学校 高校生 四重奏 銅
121 静岡県 静岡県立浜北西高等学校 高校生 四重奏 銅
122 沖縄県 崎本部小OG 一般 三重奏 銀
123 中国・香港 Zeit Quartet 一般 四重奏 銀
124 神奈川県 Gin×Gamチェッカーズ 一般 四重奏 銅
125 東京都 アッリエーヴォ　リコーダーオーケストラ（齋藤） 一般 四重奏 銀
126 東京都 ぷらむリコーダーアンサンブル 一般 四重奏 銀
127 沖縄県 Ensemble Beney 一般 四重奏 銀
128 東京都 アッリエーヴォ　リコーダーオーケストラ（滝） 一般 四重奏 銀
129 茨城県 石岡市立小幡小学校　檀 菜月 小学生 独奏 銀
130 台灣 新竹縣興隆國小学校　蕭 韵蓉 小学生 独奏 金
131 北海道 北広島エアリードット　西村 梨瑚 小学生 独奏 銀
132 台灣 新竹縣興隆國小学校　林 思妤 小学生 独奏 銀
133 北海道 北広島エアリードット　北野 暖奈 小学生 独奏 金
134 沖縄県 粟国村立粟国中学校　又吉 美海 中学生 独奏 銅
135 台灣 新竹縣成功國中学校　吳 欣儒 中学生 独奏 金 ○
136 北海道 北広島市立大曲中学校　北野 温也 中学生 独奏 金
137 静岡 伊藤　璃美 中学生 独奏 銀
138 茨城 常総市立水海道西中学校　三浦 愛子 中学生 独奏 銅
139 北海道 函館市立旭岡中学校　友杉 悠愛 中学生 独奏 銀
140 中国・香港 Zeit Quartet　唐 書堯 高校生 独奏 失格
141 三重県 川満　萌 高校生 独奏 銀
142 東京都 千代田区立九段中等教育学校　日蔭 伶 高校生 独奏 銀
143 中国・香港 Zeit Quartet　鄭 韻蒨 高校生 独奏 銀
144 静岡県 浜松学芸中学校・高等学校　野呂 翼 高校生 独奏 銅
145 静岡県 大岡　亮介 一般 独奏 銀
146 沖縄県 崎本部小OG　石橋 沙織 一般 独奏 銅
147 東京都 柴谷　健 一般 独奏 銀
148 新潟県 庭野　宏樹 一般 独奏 銀
149 愛知県 岩田　龍明 一般 独奏 銀
150 三重県 川口　紗承 一般 独奏 欠場
151 栃木県 さのリコーダークラブ　菅 圭 一般 独奏 銀
152 北海道 帯広市立広陽小学校 小学生 二重奏 銀
153 静岡県 静岡市立千代田小学校 小学生 二重奏 銅
154 沖縄県 粟国村立粟国小学校 小学生 三重奏 銀
155 静岡県 浜松市立広沢小学校 小学生 三重奏 銅
156 三重県 鈴鹿市立旭が丘小学校（渡辺） 小学生 四重奏 金
157 静岡県 浜松市立大平台小学校（山田） 小学生 四重奏 銀
158 沖縄県 那覇市立さつき小学校 小学生 四重奏 銀
159 静岡県 浜松市立舞阪小学校 小学生 四重奏 銅
160 沖縄県 浦添市立仲西小学校 小学生 四重奏 銀
161 台灣 新竹縣興隆四重奏 小学生 四重奏 銀
162 茨城県 東海村立中丸小学校 小学生 四重奏 銀
163 新潟県 十日町市立馬場小学校 小学生 四重奏 銅
164 三重県 鈴鹿市立旭が丘小学校（仲本） 小学生 四重奏 銀
165 静岡県 浜松市立大平台小学校（伊藤） 小学生 四重奏 銀
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