
団体名 編成 賞 代表
1 境港市立第一中学校 クラリネット３重奏 銀賞
2 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 クラリネット３重奏 銀賞
3 鳥取市立湖東中学校 クラリネット４重奏 銀賞
4 米子市立美保中学校 クラリネット４重奏 銀賞
5 米子市立尚徳中学校 クラリネット７重奏 金賞
6 境港市立第二中学校 サクソフォン４重奏 銀賞
7 米子市立尚徳中学校 サクソフォン４重奏 金賞 ♪
8 琴浦町立東伯中学校 木管３重奏 銅賞
9 米子市立福生中学校 木管３重奏 銅賞
10 倉吉市立西中学校 木管５重奏 銅賞
11 鳥取市立国府中学校 木管５重奏 銀賞
12 米子市立加茂中学校 木管８重奏 金賞 ♪
13 米子市立福米中学校 木管８重奏 銀賞
14 鳥取市立中ノ郷中学校 木管８重奏 金賞
15 米子市立湊山中学校 木管８重奏 銀賞
16 米子市立東山中学校 木管８重奏 銀賞
17 米子市立弓ヶ浜中学校 木管８重奏 銀賞
18 米子市立淀江中学校 管楽５重奏 銅賞
19 鳥取大学附属中学校 管楽５重奏 銅賞
20 米子市立福生中学校 管楽６重奏 銀賞
21 鳥取市立南中学校 管楽８重奏 金賞
22 鳥取市立東中学校 管弦７重奏 銀賞
23 米子市立後藤ヶ丘中学校 管弦８重奏 金賞 ♪
24 境港市立第二中学校 管打５重奏 銀賞
25 日野町立日野中学校 管打６重奏 銀賞
26 倉吉市立西中学校 管打６重奏 棄権
27 江府町立江府中学校 管打７重奏 銀賞
28 湯梨浜町立北溟中学校 管打７重奏 銅賞
29 北栄町立大栄中学校 管打８重奏 銅賞
30 伯耆町立岸本中学校 管打８重奏 銅賞
31 米子市立加茂中学校 金管４重奏 銀賞
32 湯梨浜町立北溟中学校 金管５重奏 銀賞
33 倉吉市立西中学校 金管５重奏 銅賞
34 日野町立日野中学校 金管５重奏 銀賞
35 鳥取市立東中学校 金管５重奏 銀賞
36 鳥取市立国府中学校 金管６重奏 銅賞
37 米子市立美保中学校 金管６重奏 銅賞
38 米子市立後藤ヶ丘中学校 金管６重奏 金賞 ♪
39 米子市立湊山中学校 金管７重奏 銀賞
40 米子市立尚徳中学校 金管８重奏 金賞
41 米子市立福米中学校 金管８重奏 銀賞
42 鳥取市立中ノ郷中学校 金管８重奏 銀賞
43 鳥取市立湖東中学校 金管８重奏 銀賞
44 米子市立弓ヶ浜中学校 金管８重奏 銀賞
45 境港市立第二中学校 金管８重奏 銀賞
46 米子市立東山中学校 金管８重奏 銅賞
47 伯耆町立溝口中学校 管楽４重奏 銀賞
48 米子市立淀江中学校 管楽６重奏 銀賞
49 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 管楽７重奏 金賞
50 大山町立中山中学校 管楽８重奏 金賞
51 鳥取市立青谷中学校 管打６重奏 銅賞
52 境港市立第一中学校 管打７重奏 銀賞
53 鳥取市立河原中学校 管打７重奏 金賞 ♪
54 北栄町立大栄中学校 管打７重奏 銅賞
55 鳥取市立高草中学校 管打８重奏 金賞
56 琴浦町立東伯中学校 管打８重奏 銅賞
57 米子市立福米中学校 管打８重奏 金賞 ♪
58 境港市立第一中学校 管打８重奏 金賞
59 鳥取市立国府中学校 打楽器３重奏 銀賞
60 米子市立後藤ヶ丘中学校 打楽器３重奏 金賞
61 米子市立弓ヶ浜中学校 打楽器３重奏 銀賞
62 江府町立江府中学校 打楽器３重奏 金賞 ♪
63 米子市立美保中学校 打楽器３重奏 銀賞
64 米子市立淀江中学校 打楽器３重奏 金賞
65 米子市立東山中学校 打楽器３重奏 銀賞
66 鳥取大学附属中学校 打楽器４重奏 銀賞
67 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 打楽器５重奏 金賞
68 鳥取市立東中学校 打楽器５重奏 金賞
69 米子市立加茂中学校 打楽器５重奏 失格
70 鳥取市立南中学校 打楽器６重奏 金賞 ♪
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団体名 編成 賞 代表
1 鳥取県立米子東高等学校 フルート３重奏 金賞
2 鳥取県立米子西高等学校 フルート４重奏 銀賞
3 学校法人矢谷学園鳥取城北高等学校 クラリネット３重奏 銀賞
4 鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校 クラリネット３重奏 銅賞
5 翔英学園米子北高学校 クラリネット４重奏 金賞 ♪
6 鳥取県立境高等学校 クラリネット４重奏 金賞 ♪
7 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 クラリネット５重奏 銀賞
8 鳥取県立鳥取東高等学校 クラリネット７重奏 銀賞
9 鳥取県立米子東高等学校 クラリネット８重奏 金賞 ♪
10 鳥取県立鳥取西高等学校 サクソフォン４重奏 銀賞
11 翔英学園米子北高学校 サクソフォン４重奏 銀賞
12 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 サクソフォン４重奏 銀賞
13 鳥取県立鳥取東高等学校 サクソフォン４重奏 金賞
14 鳥取県立鳥取西高等学校 木管４重奏 銀賞
15 鳥取県立倉吉西高等学校 木管４重奏 銀賞
16 鳥取県立鳥取東高等学校 木管５重奏 銀賞
17 鳥取県立鳥取西高等学校 木管５重奏 棄権
18 鳥取県立八頭高等学校 木管８重奏 銀賞
19 鳥取中央育英高等学校 管楽４重奏 銅賞
20 鳥取県立青谷高等学校 管楽４重奏 銅賞
21 鳥取県立境高等学校 管弦８重奏 金賞 ♪
22 鳥取県立米子南高等学校 管打７重奏 銅賞
23 鳥取県立境高等学校 管打７重奏 金賞 ♪
24 鳥取県立米子西高等学校 ホルン４重奏 金賞
25 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 トロンボーン３重奏 銀賞
26 鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校 バリ・テューバ３重奏 銀賞
27 鳥取県立鳥取西高等学校 金管６重奏 銅賞
28 鳥取県立米子東高等学校 金管７重奏 銀賞
29 鳥取県立境高等学校 金管８重奏 金賞 ♪
30 鳥取県立八頭高等学校 金管８重奏 金賞
31 学校法人矢谷学園鳥取城北高等学校 金管８重奏 銀賞
32 鳥取県立鳥取東高等学校 金管８重奏 銀賞
33 翔英学園米子北高学校 金管８重奏 金賞 ♪
34 鳥取県立米子東高等学校 金管８重奏 銀賞
35 鳥取県立米子高等学校 管楽５重奏 銅賞
36 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 管楽５重奏 銅賞
37 鳥取県立倉吉西高等学校 管楽５重奏 銅賞
38 米子永島学園米子松蔭高等学校 管打８重奏 銅賞
39 鳥取県立米子高等学校 打楽器３重奏 銀賞
40 鳥取県立鳥取東高等学校 打楽器３重奏 銀賞
41 学校法人矢谷学園鳥取城北高等学校 打楽器３重奏 銀賞
42 鳥取県立倉吉西高等学校 打楽器３重奏 銀賞
43 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 打楽器４重奏 銀賞
44 鳥取県立米子東高等学校 打楽器６重奏 金賞 ♪
45 鳥取県立鳥取西高等学校 打楽器６重奏 銀賞
46 翔英学園米子北高学校 打楽器６重奏 金賞
47 鳥取県立八頭高等学校 打楽器８重奏 銀賞

団体名 編成 賞 代表
1 鳥取大学吹奏楽団ウィンドアンサンブル 木管５重奏 銀賞 ♪

団体名 編成 賞 代表
1 勝田町一番地寄合楽団 クラリネット４重奏 金賞
2 Saxeed サクソフォン４重奏 金賞
3 鳥取ウインドシンフォニカ 木管３重奏 棄権
4 鳥取ホルンアンサンブル ホルン８重奏 金賞 ♪
5 鳥取トロンボーン・カンパニー トロンボーン３重奏 棄権
6 勝田町一番地寄合楽団 打楽器５重奏 金賞 ♪
7 米子エスペランスダルモニー 打楽器７重奏 金賞 ♪

【高等学校の部】

【大学の部】

【職場・一般の部】
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