
　　令和３年２月７日（日）　福井県立音楽堂

小学生部門
出演順 県 学校名 編成 賞

1 福井 鯖江市神明小学校 金管八重奏 銀賞

2 富山 高岡市立野村小学校 管打楽器四重奏 金賞
3 福井 勝山市立成器西小学校 打楽器四重奏 金賞
4 石川 加賀市立錦城小学校 金管七重奏 銅賞
5 富山 滑川市立田中小学校 クラリネット三重奏 銀賞
6 石川 加賀市立錦城小学校 木管五重奏 銅賞

7 富山 富山大学人間発達科学部附属小学校 混成五重奏 金賞・最優秀賞

8 石川 金沢市立大浦小学校 管打楽器七重奏 銀賞
9 福井 鯖江市神明小学校 木管三重奏 金賞・最優秀賞

中学校部門
出演順 県 学校名 編成 賞

1 石川 金沢市立北鳴中学校 フルート四重奏 銀賞

2 福井 越前市武生第六中学校 管打楽器七重奏 銀賞
3 福井 坂井市立春江中学校 サクソフォン四重奏 銅賞
4 石川 白山市立北辰中学校 打楽器六重奏 金賞
5 富山 射水市立小杉中学校 打楽器六重奏 金賞
6 富山 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 銀賞
7 石川 白山市立美川中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
8 石川 石川県立金沢錦丘中学校 フルート四重奏 銅賞
9 福井 鯖江市鯖江中学校 サクソフォン四重奏 銅賞

10 富山 砺波市立庄西中学校 打楽器五重奏 金賞・北陸代表
11 富山 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 金賞・北陸代表
12 福井 鯖江市東陽中学校 打楽器七重奏 銀賞
13 富山 朝日町立朝日中学校 打楽器三重奏 金賞
14 石川 金沢市立大徳中学校 フルート四重奏 銅賞
15 富山 射水市立新湊中学校 クラリネット三重奏 銀賞
16 石川 金沢市立西南部中学校 金管八重奏 銀賞
17 福井 福井市社中学校 サクソフォン四重奏 銀賞
18 富山 射水市立新湊南部中学校 クラリネット三重奏 金賞
19 石川 石川県立金沢錦丘中学校 打楽器七重奏 銀賞
20 福井 鯖江市中央中学校 金管八重奏 金賞
21 福井 永平寺町上志比中学校 木管三重奏 銀賞
22 富山 射水市立新湊中学校 フルート三重奏 金賞
23 福井 鯖江市中央中学校 クラリネット四重奏 金賞
24 石川 能美市立寺井中学校 打楽器六重奏 銀賞

高等学校部門
出演順 県 学校名 編成 賞

1 石川 金沢学院高等学校 クラリネット八重奏 金賞
2 石川 小松市立高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞
3 富山 富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 銀賞
4 石川 石川県立小松明峰高等学校 打楽器八重奏 銅賞
5 福井 福井県立武生商業・武生商工高等学校 フルート三重奏 銀賞
6 富山 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット四重奏 金賞
7 富山 富山県立富山商業高等学校 フルート三重奏 金賞・北陸代表
8 石川 金沢龍谷高等学校 フルート四重奏 銀賞
9 富山 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 金賞・北陸代表

10 石川 金沢龍谷高等学校 打楽器五重奏 銀賞
11 福井 福井県立羽水高等学校 打楽器七重奏 銅賞
12 福井 福井県立武生東高等学校 クラリネット五重奏 銀賞
13 福井 福井県立三国高等学校 打楽器五重奏 銀賞
14 福井 北陸高等学校 打楽器八重奏 銅賞
15 富山 富山県立富山工業高等学校 クラリネット四重奏 金賞

職場・一般部門
出演順 県 団体名 編成 賞

1 石川 Ki-mama Saxophone Ensemble サクソフォン四重奏 銀賞
2 福井 ソヌール・プティ・オルケストル フルート四重奏 銅賞
3 富山 ムジカグラート氷見 クラリネット三重奏 銀賞
4 富山 速星☆Friday's 金管八重奏 銀賞
5 石川 小松市民吹奏楽団 クラリネット三重奏 銅賞
6 福井 ソノーレ・ウインドアンサンブル 木管六重奏 金賞・北陸代表
7 石川 金沢クラリネットアンサンブル クラリネット三重奏 銀賞
8 富山 ムジカグラート氷見 サクソフォン四重奏 金賞・北陸代表
9 福井 モアローヴァ・アンサンブル 金管七重奏 銀賞

大学部門
出演順 県 学校名 編成 賞

1 福井 福井工業大学 金管八重奏 金賞・北陸代表
2 富山 富山高等専門学校 フルート三重奏 金賞
3 石川 石川工業高等専門学校 管打楽器八重奏 銀賞

第４４回北陸アンサンブルコンテスト　結果


