
1 福　島 器　楽 白方小学校 10:00

2 徳　島 吹　奏 加茂名南小学校 10:11

3 栃　木 吹　奏 今市第三小学校 10:22

4 茨　城 吹　奏 前渡小学校 10:33

5 福　島 吹　奏 笹谷小学校 10:44

6 山　口 吹　奏 中関小学校 10:55

7 千　葉 吹　奏 夏見台小学校 11:21

8 徳　島 吹　奏 八万南小学校 11:32

9 千　葉 吹　奏 海神南小学校 11:43

10 福　島 吹　奏 一箕小学校 11:54

11 千　葉 吹　奏 法典小学校 12:05

12 千　葉 筝 峰台小学校 13:00

13 福　島 弦　楽 中村第一小学校 13:11

14 福　島 弦　楽 橘小学校 13:22

15 山　口 管　弦 室積小学校 13:33

16 青　森 管　弦 根城小学校 13:44

17 千　葉 管　弦 小栗原小学校 13:55

18 福　島 管　弦 金透小学校 14:06

19 千　葉 管　弦 谷津小学校 14:17

1 愛　知 吹　奏 碧南高等学校 14:50

2 山　口 吹　奏 下関西高等学校 15:02

3 三　重 吹　奏 白子高等学校 15:14

4 千　葉 吹　奏 習志野高等学校 15:26

5 宮　城 吹　奏 古川学園高等学校 15:38

6 東　京 吹　奏 日本大学第三高等学校 15:50

7 北海道 吹　奏 釧路北陽高等学校 16:02

8 東　京 弦　楽 明治大学中野中学・高等学校 16:29

9 徳　島 管　弦 城東高等学校 16:41

10 広　島 管　弦 広島なぎさ中学校・高校 16:53

11 東　京 管　弦 駒場高等学校 17:05

12 千　葉 管　弦 千葉女子高等学校 17:17

13 山　口 管　弦 山口高等学校 17:29

14 東　京 管　弦 東京・南多摩中等教育学校 17:56

15 愛　知 管　弦 愛知・聖霊中学高等学校 18:08

16 東　京 管　弦 江戸川女子中学校高等学校 18:20

17 神奈川 管　弦 神奈川大学附属中･高等学校 18:32

18 千　葉 管　弦 幕張総合高等学校 18:44

19 茨　城 管　弦 並木中等教育学校 18:56

20 福　島 管　弦 郡山商業高等学校 19:08
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1 福　島 吹　奏 日和田中学校 10:00

2 愛　知 吹　奏 碧南市立東中学校 10:12

3 徳　島 吹　奏 八万中学校 10:24

4 山　口 吹　奏 華陽中学校 10:36

5 埼　玉 吹　奏 美笹中学校 10:48

6 福　島 吹　奏 若松第五中学校 11:00

7 愛　知 吹　奏 美川中学校 11:27

8 千　葉 吹　奏 妙典中学校 11:39

9 福　島 吹　奏 須賀川第二中学校 11:51

10 茨　城 吹　奏 ひたちなか市立大島中学校 12:03

11 千　葉 吹　奏 海神中学校 12:15

12 神奈川 吹　奏 東橘中学校 12:27

13 福　島 吹　奏 一箕中学校 12:39

14 徳　島 箏 阿南中学校 13:42

15 茨　城 弦　楽 総和中学校 13:54

16 山　口 弦　楽 附属山口中学校 14:06

17 愛　知 弦　楽 福岡中学校 14:18

18 愛　知 弦　楽 羽田中学校 14:30

19 千　葉 管　弦 習志野第一中学校 14:42

20 徳　島 管　弦 徳島中学校 14:54

21 愛　知 管　弦 牟呂中学校 15:06

22 愛　知 管　弦 依佐美中学校 15:33

23 千　葉 管　弦 葛飾中学校 15:45

24 福　島 管　弦 郡山第五中学校 15:57

25 千　葉 管　弦 宮本中学校 16:09

26 栃　木 管　弦 鹿沼市立東中学校 16:21

27 東　京 管　弦 慶應義塾中等部 16:33

28 千　葉 管　弦 船橋中学校 16:45

29 福　島 管　弦 郡山第二中学校 16:57
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