
曲　　名 演奏形態 学校名 団体名 賞

1 ロミオとジュリエット リコーダー重奏 長野市立信里小学校 ３年 奨励賞

2 うんめいだ！ リコーダー重奏 阿南町立富草小学校 ３年 佳良賞

3 ランチタイム・ワルツ リコーダー合奏 下條村立下條小学校 ３年２組 佳良賞

4 世界にひとつだけの花　　＊ リコーダー合奏 岡谷市立川岸小学校 ３年１部 佳良賞

5 映画「リメンバー・ミー」日本版エンドソング　リメンバ＾－・ミー リコーダー合奏 上田市立塩尻小学校 ４年 佳良賞

6 風よぶ丘 リコーダー合奏 千曲市立戸倉小学校 ３年 佳良賞

7 もののけ姫 リコーダー合奏 長野市立通明小学校 ３年１・２組 佳良賞

8 カントリーロード リコーダー合奏 長野市立通明小学校 ３年３・４組 佳良賞

9 いつも何度でも リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ４年女子 佳良賞

10 いつも何度でも リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ４年女子 佳良賞

11 カントリーロード リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ４年女子 佳良賞

12 はじめの一歩 リコーダー独奏 阿南町立富草小学校 ４年女子 佳良賞

13 シチリアーナ　　　　　　　　＊ リコーダー合奏 青木村立青木小学校 ５年２組 優良賞

14 カプリオール組曲より BASS-DANSE
バス　ダンス

,BRANSLES
ブランル

,MATTA CHINS
マタシャン

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 みんな一緒に 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ３年２組 佳良賞

2 プリーズ　プリーズ　ミー 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ３年１組 佳良賞

3 Ｕ．Ｓ．Ａ 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ３年３組 佳良賞

4 フニクリ　フニクラ 器楽合奏 須坂市立小山小学校 ４年東組 佳良賞
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　合奏コンクールにご参加いただき、ありがとうございました。１２月１日に実施しました審査会の
結果は、次のとおりです。リコーダーコンテスト長野県予選の結果につきましては、推薦校へ連
絡しました。
　来年度の合奏コンクールへのご参加をお待ちしております。



5 ボーン・トゥ・ラブ・ユー 器楽合奏 須坂市立小山小学校 ４年西組 佳良賞

6 エル・クンバンチェロ 器楽合奏 坂城町立村上小学校 ４年東組 佳良賞

7 ダンシング・ヒーロー 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ４年松組 佳良賞

8 ヤングマン（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ） 器楽合奏 諏訪市立高島小学校 ４年 佳良賞

9 シンクロ　ＢＯＭ－ＢＡ－ＹＥ 器楽合奏 長野市立通明小学校 ４年２・４組 佳良賞

10 Under the Sea 器楽合奏 長野市立通明小学校 ４年１・３組 佳良賞

11 テキーラ 器楽合奏 岡谷市立川岸小学校 ４年 佳良賞

12 ボーン・トゥ・ラブ・ユー 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ４年 佳良賞

13 テキーラ 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ５年松組 佳良賞

14 宇宙戦艦ヤマト 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ５年竹組 佳良賞

15 エル・クンバンチェロ 器楽合奏 上田市立塩尻小学校 ５年 佳良賞

16 映画「ジュラシック・パーク」よりエンド・クレジット器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ５年１組 佳良賞

17 無責任ヒーロー 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ５年２組 佳良賞

18 天国の島 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ５年３組 佳良賞

19 エル・クンバンチェロ 器楽合奏 須坂市立小山小学校 ５年西組 佳良賞

20 Ｓｉｎｇ・Ｓｉｎｇ・Ｓｉｎｇ 器楽合奏 須坂市立小山小学校 ５年東組 奨励賞

21 宇宙戦艦ヤマト 器楽合奏 坂城町立村上小学校 ５年 佳良賞

22 名探偵コナン　メインテーマ 器楽合奏 須坂市立井上小学校 ６年 佳良賞

23 シンクロ　ＢＯＭ－ＢＡ－ＹＥ 器楽合奏 諏訪市立高島小学校 ５年 佳良賞

24 天国の島 器楽合奏 長野市立通明小学校 ５年２・４組 佳良賞

25 スター・ウォーズ 器楽合奏 長野市立通明小学校 ５年１・３組 佳良賞

26 ハンガリー舞曲第５番 器楽合奏 坂城町立村上小学校 ６年東組 佳良賞

27 「新世界」第四楽章（抜粋） 器楽合奏 諏訪市立高島小学校 ６年 優秀賞

28 「アルルの女第２組曲」よりファランドール 器楽合奏 長野市立篠ノ井東小学校 ６年 佳良賞

29 「ガイーヌ」より　プロローグ～剣の舞器楽合奏 須坂市立小山小学校 ６年 優良賞

30 「惑星」より木星（抜粋） 器楽合奏 安曇野市立豊科南小学校 ６年 佳良賞

1 宝島 金管合奏 長野市立通明小学校 金管バンド 佳良賞

2
あそびうたによる３つのカプリッチョ
ⅠずいずいずっころばしⅡかごめかごめⅢおちゃらかほ
い

吹奏楽 安曇野市立豊科南小学校 吹奏楽部 優秀賞

1
「５つの気性」より
＊
１リラックス３せっかち４メランコリック５大喜び

リコーダー合奏 長野市立東北中学校 器楽合奏部　　　　　優秀賞

＜中学校の部＞☆最優秀賞　　　長野市立東北中学校　器楽合奏部 　　 　　

◇リコーダー部門  ＊印は、リコーダーコンクール参加希望校

    ○青木村立青木小学校　５年２組（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）

★ 全日本リコーダーコンテスト推薦校【平成3１年3月30日（土）東京都江戸川区総合文化センターで開催予定】

◇吹奏楽部門




