
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
101 三重 鈴⿅市⽴旭が丘⼩学校（稲垣） ⼩学⽣ 四重奏 銀
102 静岡 浜松市⽴⼤平台⼩学校（鈴⽊） ⼩学⽣ 四重奏 銀
103 静岡 浜松市⽴鴨江⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
104 静岡 浜松市⽴広沢⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
105 沖縄 南⾵原町⽴津嘉⼭⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
106 新潟 ⼗⽇町市⽴東⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
107 静岡 浜松市⽴神久呂⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
108 茨城 東海村⽴中丸⼩学校 ⼩学⽣ 四重奏 銀
109 静岡 浜松市⽴⼤平台⼩学校（ﾊﾟｲﾂﾏｲﾔｰ） ⼩学⽣ 四重奏 銅
110 三重 鈴⿅市⽴旭が丘⼩学校（前川） ⼩学⽣ 四重奏 ⾦
111 ⼤阪 ⼤阪教育⼤学附属池⽥⼩学校 ⼩学⽣ ⼆重奏 銀
112 東京 ⻘梅市⽴河辺⼩学校 ⼩学⽣ ⼆重奏 銀
113 静岡 静岡市⽴駒形⼩学校 ⼩学⽣ ⼆重奏 銅
114 北海道 北広島エアリードット ⼩学⽣ ⼆重奏 ⾦
115 新潟 ⿂沼市⽴堀之内⼩学校 ⼩学⽣ 三重奏 銀
116 和歌⼭ きのくに⼦どもの村⼩学校 ⼩学⽣ 三重奏 銀
117 静岡 静岡市⽴駒形⼩学校 ⼩学⽣ 三重奏 銅
118 新潟 ⼗⽇町市⽴⾺場⼩学校 ⼩学⽣ 三重奏 銀
119 東京 アッリエーヴォ リコーダーオーケストラ ⼀般 五重奏以上 銀
120 沖縄 UN JOUR ⼀般 四重奏 ⾦ ○
121 東京 ぷらむリコーダーアンサンブル ⼀般 四重奏 銀
122 北海道 リコ☆リコ☆リコーダー釧路 ⼀般 四重奏 銀
123 東京 ⼩作ばれいしょアンサンブル ⼀般 三重奏 銀
124 ⼤阪 川⼝ 紗承 ⼀般 独奏 銀
125 静岡 ⼤岡 亮介 ⼀般 独奏 銀
126 和歌⼭ 井上 洋⼦ ⼀般 独奏 銀
127 愛知 岩⽥ ⿓明 ⼀般 独奏 銀
128 新潟 庭野 宏樹 ⼀般 独奏 銀
129 沖縄 崎本部⼩OG ⼀般 ⼆重奏 ⽋場
130 東京・埼⽟ 錦城⾼等学校・埼⽟県⽴川越南⾼等学校 ⾼校⽣ ⼆重奏 銀
131 ⻑野 ⻑野県⼩諸⾼校・⼭﨑 美徳 ⾼校⽣ 独奏 銀
132 静岡 浜松学芸⾼等学校・野呂 翼 ⾼校⽣ 独奏 銀
133 東京 千代⽥区⽴九段中等教育学校・⽇蔭 伶 ⾼校⽣ 独奏 銀
134 栃⽊ ⾜利市⽴東⼭⼩学校・⼤⽵ 美由紀 ⼩学⽣ 独奏 銀
135 北海道 北広島エアリードット・北野 暖奈 ⼩学⽣ 独奏 ⾦
136 栃⽊ ⾜利市⽴東⼭⼩学校・板橋 瞳 ⼩学⽣ 独奏 銀  
137 北海道 別海町⽴中春別中学校・窪⽥ 初⾳ 中学⽣ 独奏 銀  
138 沖縄 粟国村⽴粟国中学校・⾦嶺 采未 中学⽣ 独奏 銀
139 静岡 静岡市⽴⼤川⼩中学校 中学⽣ ⼆重奏 銅  
140 北海道 網⾛市⽴第五中学校 中学⽣ ⼆重奏 銀
141 神奈川 横浜市⽴あかね台中学校 中学⽣ 三重奏 銀
142 北海道 北広島エアリードット 中学⽣ 三重奏 銀
143 新潟 佐渡市⽴真野中学校 中学⽣ 三重奏 銀
144 北海道 札幌市⽴⻄野中学校 中学⽣ 三重奏 ⾦
145 新潟 新発⽥市⽴紫雲寺中学校（吉⽥） 中学⽣ 四重奏 ⾦
146 静岡 静岡県⽴浜松⻄⾼等学校中等部 中学⽣ 四重奏 銀
147 ⿅児島 湧⽔町⽴栗野中学校 中学⽣ 四重奏 銅
148 新潟 佐渡市⽴南佐渡中学校 中学⽣ 四重奏 銀
149 北海道 寿都町⽴寿都中学校 中学⽣ 四重奏 銀
150 静岡 浜松市⽴⻄部中学校 中学⽣ 四重奏 銀 ○
151 栃⽊ 古河市⽴古河第⼆中学校 中学⽣ 四重奏 銅
152 北海道 札幌市⽴⻄野中学校 中学⽣ 四重奏 銀
153 新潟 新発⽥市⽴紫雲寺中学校（⽥⼝） 中学⽣ 四重奏 銀
154 北海道 北⾒市⽴相内中学校 中学⽣ 五重奏以上 ⾦  
155 台湾 ⾼雄市福⼭中 中学⽣ 五重奏以上 銀  
156 三重 鈴⿅市⽴⽩⼦中学校 中学⽣ 五重奏以上 ⾦
157 沖縄 浦添市⽴仲⻄中学校 中学⽣ 五重奏以上 ⾦
158 沖縄 読⾕村⽴古堅中学校 中学⽣ 五重奏以上 銀
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