
曲　　名 演奏形態 学校名 団体名 賞

1 カントリーロード リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ３年女子 佳良賞

2 となりのトトロ (部分） リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ３年女子 佳良賞

3 となりのトトロ リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ３年女子 佳良賞

4 もののけ姫　（部分） リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ３年女子 佳良賞

5 もののけ姫 リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ３年女子 佳良賞

6 「ファランドール」より リコーダー合奏 諏訪市立高島小学校 ３学年 優良賞

7 メヌエット リコーダー合奏 須坂市立井上小学校 ４年竹組 佳良賞

8 大きな古時計 リコーダー合奏 須坂市立井上小学校 ４年松組 佳良賞

9 梅の里の伝説　　　　　　　　　　　　　　＊
Ⅰ冒険の始まりⅡ宮田村のさんぽⅢ敵が現れた

リコーダー合奏 宮田村立宮田小学校 ４年３組 佳良賞

10 いつも何度でも リコーダー重奏 阿南町立富草小学校 ５年女子 佳良賞

11 うみ リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ６年男子 佳良賞

12 シチリアーナ　　　　　　　　　　　 ＊ リコーダー重奏 安曇野市立豊科東小学校 音楽クラブ 優良賞

13 組曲「王宮の花火」より　　　　　　　　　　 ＊
Ouverture,　La Paix,　La Re Jouissance

リコーダー合奏 原村立原小学校 リコーダー合奏団 優秀賞

1 茶色の小びん 器楽合奏 茅野市立豊平小学校 ２年１組 奨励賞

2 山の音楽家　エーデルワイス 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ３年２組 佳良賞

3 序曲「ウイリアム・テル」スイス軍の行進」 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ３年３組 佳良賞

4 海の声 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ３年１組 佳良賞

5 コンドルは飛んで行く 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ４年１組 優秀賞

6 チキ・チキ・バン・バン 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ４年２組 佳良賞

7 ＴＥＱＵＩＬＡ
　　　テキーラ

器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ４学年 佳良賞

8 １００万年の幸せ 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ５年竹組 佳良賞

9 時代劇スペシャル２０１７ 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ５年松組 佳良賞

10 シング・シング・シング 器楽合奏 千曲市立戸倉小学校 ５年竹組 奨励賞

11 名探偵コナンメインテーマ 器楽合奏 千曲市立戸倉小学校 ５年松組 佳良賞

12 バロック・ホーダウン 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ５年２組 佳良賞

13 残酷な天使のテーゼ 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ５年１組 佳良賞

平成２９年度　長野県合奏コンクール　審査結果

 ＜兼 全日本リコーダーコンテスト長野県予選＞

＜小学校の部＞ 　☆最優秀賞　　原村立原小学校　リコーダー合奏団　

◇リコーダー部門    ＊はリコーダーコンテスト参加希望校

◇器楽合奏部門



14 江～姫たちの戦国～メインテーマ 器楽合奏 茅野市立豊平小学校 ５年１組 優良賞

15 山の魔王の宮殿にて 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ５年１組 佳良賞

16 カルメン前奏曲 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ５年２組 佳良賞

17 アフリカン　シンフォニー 器楽合奏 諏訪市立高島小学校 ５学年 佳良賞

18 ガイーヌ組曲より剣の舞 器楽合奏 坂城町立村上小学校 ６年東組 佳良賞

19 情熱大陸 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ６年１組 優良賞

20 組曲「惑星」より木星 器楽合奏 諏訪市立四賀小学校 ６年２組 佳良賞

21 He's a Pirate(彼こそが海賊） 器楽合奏 千曲市立戸倉小学校 ６年松組 佳良賞

22 千本桜 器楽合奏 千曲市立戸倉小学校 ６年竹組 佳良賞

23 エルクンバンチェロ 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ６学年 佳良賞

24 アフリカン　シンフォニー 器楽合奏 長野市立鍋屋田小学校 ６学年 佳良賞

25 「惑星」より木星（抜粋） 器楽合奏 諏訪市立高島小学校 ６学年 佳良賞

26 シング・シング・シング 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ６学年 佳良賞

27 「アイーダ」大行進曲 器楽合奏 安曇野市立豊科南小学校 ６学年 佳良賞

1 コンチェルト　ダモーレ 金管合奏 安曇野市立豊科東小学校 金管バンド 優秀賞

2
和太鼓とバンドのための狂詩曲「あんたがたど
こさ」

吹奏楽 安曇野市立豊科南小学校 吹奏楽部 優良賞

1 ７つのタブローより１，３，７　    ＊ リコーダー合奏 長野市立東北中学校 器楽合奏部　　　　　優秀賞

1
吹奏楽のためのラプソディ３番「安曇節の
主題による」

吹奏楽 松本市立清水中学校 吹奏楽部 優秀賞

1 ソナタハ長調　BWV1033　            ＊ リコーダー独奏 長野県小諸高等学校 音楽科１年 優秀賞

＜中学校の部＞☆最優秀賞　　松本市立清水中学校　吹奏楽部

★ 全日本リコーダーコンテスト推薦校【平成30年3月25日（日）東京都江戸川区総合文化センターで開催予定】

◇リコーダー部門  ＊はリコーダーコンテスト参加希望校

◇吹奏楽部門

◇管楽合奏部門

    ○原村立原小学校　リコーダー合奏団（小学校合奏の部）
    ○長野市立東北中学校　器楽合奏部（中学校合奏の部）
    ○長野県小諸高等学校　音楽科１年（高等学校独奏の部）

＜高等学校の部＞

◇リコーダー部門  ＊はリコーダーコンテスト参加希望校


