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氏　名 部門 県 賞 全国大会代表

1 林　恭佑(Ｂ.サクソフォン) 小学生 熊本県 銀賞

2 木丸　怜那(クラリネット) 小学生 大分県 銀賞

3 豊田　三四郎(トランペット) 小学生 熊本県 銀賞

4 久木原　光南(Ａ.サクソフォン) 小学生 鹿児島県 金賞

5 伊形　香慧(フルート) 中学生 熊本県 銀賞

6 篠原　蓮(フルート) 中学生 福岡県 銀賞

7 三浦　恵十郎(マリンバ) 中学生 鹿児島県 銅賞

8 牧野田　真海(Ａ.サクソフォン) 中学生 宮崎県 銀賞

9 江藤　美空(クラリネット) 中学生 大分県 金賞 代表

10 荒川　伶太郎(トランペット) 中学生 熊本県 金賞

11 西村　柚子(フルート) 中学生 福岡県 銅賞

12 三ッ井　環(チューバ) 中学生 長崎県 銅賞

13 佐佐木　連斗(Ａ.サクソフォン) 中学生 熊本県 金賞 代表

14 川畑　瑞希(マルチパーカッション) 中学生 鹿児島県 銅賞

15 宮川　連(Ａ.サクソフォン) 中学生 宮崎県 銀賞

16 鳥羽　美結(フルート) 中学生 大分県 銀賞

17 古堅　早恵(トロンボーン) 中学生 沖縄県 銅賞

18 本田　明音(Ａ.サクソフォン) 中学生 熊本県 銅賞

19 村尾　果音(トランペット) 中学生 福岡県 金賞 代表

20 松﨑　柚季奈(クラリネット) 中学生 長崎県 銅賞

21 下園　琴音(ユーフォニアム) 中学生 鹿児島県 銅賞

22 尾上　倖輝(トランペット) 中学生 宮崎県 銀賞

23 信本　愛実(クラリネット) 中学生 大分県 銀賞

24 比嘉　義三輝(トロンボーン) 中学生 沖縄県 銅賞

25 山室　悠翔(ユーフォニアム) 中学生 熊本県 銀賞

26 森本　愛邑(フルート) 中学生 福岡県 金賞

27 森田　伽月(トランペット) 中学生 長崎県 金賞

28 三浦　光士郎(ホルン) 中学生 鹿児島県 金賞

29 上村　乙寧(バスクラリネット) 中学生 宮崎県 銀賞

30 上原　愛心(ユーフォニアム) 中学生 熊本県 銅賞

31 小野　真奈(クラリネット) 中学生 大分県 金賞

32 下地　花(Ｔ.サクソフォン) 中学生 沖縄県 銀賞

33 野田　徠(トランペット) 中学生 福岡県 金賞

34 上村　璃乃亜(スネアドラム) 中学生 熊本県 金賞

35 十時　悠慎(トランペット) 高校生 熊本県 銀賞

36 藤嶋　真也(Ａ.サクソフォン) 高校生 福岡県 金賞

37 藤原　桜希(クラリネット) 高校生 長崎県 銅賞

38 川島　のどか(クラリネット) 高校生 鹿児島県 金賞

39 中野　珠実(トランペット) 高校生 沖縄県 銀賞

40 林　倫花(Ｂ.サクソフォン) 高校生 熊本県 銅賞

41 藤村　侑純(トランペット) 高校生 福岡県 銀賞

42 田中　凛咲子(クラリネット) 高校生 長崎県 銀賞

43 中村　奏斗(マルチパーカッション) 高校生 熊本県 銅賞

44 種子田　真央(マリンバ) 高校生 鹿児島県 金賞 代表

45 古澤　智也(Ａ.サクソフォン) 高校生 宮崎県 銀賞

46 津留　桃果(クラリネット) 高校生 大分県 金賞

47 山城　幸花(ユーフォニアム) 高校生 沖縄県 銅賞

48 堤　花音(ユーフォニアム) 高校生 熊本県 銅賞

49 諸石　裕愛(トランペット) 高校生 福岡県 金賞

50 松尾　綾女(フルート) 高校生 長崎県 銀賞

51 山元　鉄也(ホルン) 高校生 鹿児島県 銀賞

52 時任　光浬(Ａ.サクソフォン) 高校生 宮崎県 金賞

53 御手洗　千夏(クラリネット) 高校生 大分県 銀賞

54 前原　夏妃(トランペット) 高校生 沖縄県 銀賞

55 田島　翔太朗(フルート) 高校生 熊本県 金賞 代表

56 尾曲　日向子(フルート) 高校生 福岡県 銀賞

57 大原　　りぼん(Ａ.サクソフォン) 高校生 長崎県 銀賞 原は点が付かない

58 岡村　ゆら(クラリネット) 高校生 鹿児島県 金賞

59 齋藤　奏(トランペット) 高校生 熊本県 銀賞

60 川﨑　菜々(Ａ.サクソフォン) 高校生 宮崎県 金賞

61 梅橋　睦実(フルート) 高校生 大分県 銀賞

62 原國　莉緒(トランペット) 高校生 沖縄県 銅賞

63 植田　葉生(Ａ.サクソフォン) 高校生 熊本県 金賞 代表

64 大神　初音(クラリネット) 高校生 福岡県 金賞

65 松崎　叶夢(スネアドラム) 高校生 長崎県 銅賞

66 嶋田　楓(トロンボーン) 高校生 鹿児島県 銀賞

67 大形　駿(スネアドラム) 高校生 宮崎県 銅賞

68 池邉　楓(ユーフォニアム) 高校生 大分県 銅賞

69 和田　良汰(ユーフォニアム) 高校生 沖縄県 銀賞

70 平田　毬子(Ａ.サクソフォン) 高校生 熊本県 銀賞


