
第３９回全⽇本リコーダーコンテスト 審査結果⼀覧

審査結果 花村賞
1 北海道 置⼾町⽴置⼾中学校 中学⽣ 合奏 銅
2 台湾 新北市新莊國中 中学⽣ 合奏 銀
3 神奈川 横浜市⽴あかね台中学校 中学⽣ 合奏 銀
4 ⻑野 ⻑野市⽴東北中学校 中学⽣ 合奏 銀
5 北海道 寿都町⽴寿都中学校 中学⽣ 合奏 ⾦ ○
6 新潟 新発⽥市⽴紫雲寺中学校 中学⽣ 合奏 ⾦
7 北海道 H＆Aリコーダーアンサンブル 中学⽣ 合奏 ⾦
8 沖縄 南城市⽴⽟城中学校 中学⽣ 合奏 銀
9 北海道 斜⾥町⽴斜⾥中学校 中学⽣ 合奏 ⾦
10 沖縄 浦添市⽴港川中学校 中学⽣ 合奏 ⾦
11 兵庫 伊丹市⽴松崎中学校 中学⽣ 合奏 銀
12 東京 学習院⼥⼦中等科 中学⽣ 合奏 銅
13 新潟 佐渡市⽴両津中学校 中学⽣ 合奏 銅
14 新潟 佐渡市⽴南佐渡中学校 中学⽣ 合奏 銅
15 沖縄 読⾕村⽴古堅中学校 中学⽣ 合奏 銀
16 静岡 ⼭の⾳楽隊 ⼤学⽣ 合奏 銅
17 台湾 花蓮國⾵⽊笛團 ⼤学⽣ 合奏 ⾦ ○
18 北海道 別海町⽴中春別⼩学校 ⼩学⽣ 五重奏以上 銀
19 新潟 ⿂沼市⽴堀之内⼩学校 ⼩学⽣ 五重奏以上 銀
20 北海道 江別市⽴⼤⿇泉⼩学校 ⼩学⽣ 五重奏以上 銀
21 沖縄 浦添市⽴宮城⼩学校 ⼩学⽣ 五重奏以上 銀
22 栃⽊ ⾜利市⽴東⼭⼩学校 ⼩学⽣ 五重奏以上 ⾦
23 沖縄 県⽴南⾵原⾼等学校 ⾼校⽣ 合奏 ⾦ ○
24 台湾 新北市⽴錦和⾼級中 ⾼校⽣ 合奏 ⾦
25 静岡 フジヤマアンサンブル ⾼校⽣ 合奏 銀
26 北海道 北海道標津⾼等学校 ⾼校⽣ 合奏 ⾦
27 北海道 REC つべつ ⼀般 合奏 ⾦
28 三重 バード・ファンタジー ⼀般 合奏 銀
29 台湾 嘉義響⾶直笛合奏団 ⼀般 合奏 銀
30 東京 ⼩作ばれいしょアンサンブル ⼀般 合奏 銀
31 東京 アッリエーヴォ リコーダーオーケストラ ⼀般 合奏 ⾦
32 沖縄 Ensemble Beney ⼀般 合奏 ⾦
33 北海道 江別市⽴⼤⿇泉⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銀
34 ⻑野 原村⽴原⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銅
35 台湾 新⽵縣⼗興⼩ ⼩学⽣ 合奏 銀
36 ⼤阪 ⾼⽯市⽴⽻⾐⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銅
37 三重 鈴⿅市⽴旭が丘⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 ⾦
38 台湾 ⾼雄市福⼭⼩ ⼩学⽣ 合奏 銀
39 台湾 台南市⿇⾖⼩ ⼩学⽣ 合奏 銀
40 台湾 台中市⼤⾥區⼤元國⼩ ⼩学⽣ 合奏 銀
41 新潟 ⼗⽇町市⽴⾺場⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銀
42 台湾 新北市光華國⼩ ⼩学⽣ 合奏 ⾦
43 新潟 ⼗⽇町市⽴東⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銅
44 新潟 南⿂沼市⽴北⾠⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銅
45 北海道 訓⼦府町⽴訓⼦府⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 ⾦ ○
46 沖縄 南⾵原町⽴津嘉⼭⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 ⾦
47 沖縄 浦添市⽴宮城⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 ⾦
48 新潟 ⿂沼市⽴堀之内⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 銀
49 沖縄 南城市⽴佐敷⼩学校 ⼩学⽣ 合奏 ⾦

場所：東京都江⼾川区総合⽂化センター
平成30年３⽉２５⽇

受賞名
No. 都道府県名 団体名 部⾨名 編成区分名


