
　　　日　時　： 平成22年 2月14日（日）

　　　会　場　：　福井市県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）

●小学校部門

順 県 団体名 編成 賞

1 富山 南砺市立福野小学校 打楽器六重奏 金賞

2 福井 鯖江市惜陰小学校 サクソフォン四重奏  銀賞

3 福井 鯖江市神明小学校 サクソフォン四重奏 金賞・最優秀賞

4 石川 金沢市立大浦小学校 サクソフォン三重奏 銀賞

5 福井 鯖江市惜陰小学校 フルート三重奏 金賞・最優秀賞

6 富山 南砺市立福野小学校 混成八重奏 銀賞

7 石川 加賀市立錦城小学校 金管八重奏 銅賞

8 石川 羽咋市立羽咋小学校 金管六重奏 銅賞

9 富山 滑川市立田中小学校 金管三重奏 銀賞

●中学校部門

順 県 団体名 編成 賞

1 石川 穴水町立穴水中学校 打楽器八重奏 銀賞

2 福井 大野市陽明中学校 打楽器六重奏 金賞

3 福井 勝山市立勝山南部中学校 打楽器六重奏 銀賞

4 石川 小松市立松陽中学校 打楽器六重奏 銀賞

5 富山 高岡市立志貴野中学校 打楽器六重奏 銀賞

6 石川 金沢市立額中学校 打楽器五重奏 銀賞

7 福井 南越前町立今庄中学校 打楽器三重奏 銅賞

8 福井 福井市社中学校 サクソフォン四重奏 金賞

9 福井 鯖江市鯖江中学校 サクソフォン四重奏 金賞

10 福井 永平寺町立上志比中学校 サクソフォン三重奏 銅賞

11 富山 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 銀賞

12 石川 能美市立根上中学校 クラリネット八重奏 銀賞

13 富山 射水市立小杉中学校 クラリネット八重奏 金賞

14 富山 高岡市立志貴野中学校 クラリネット五重奏 銅賞

15 石川 金沢市立額中学校 クラリネット五重奏 銀賞

16 石川 内灘町立内灘中学校 クラリネット四重奏 金賞・北陸代表

17 富山 富山市立芝園中学校 クラリネット四重奏 銀賞

18 福井 福井市社中学校 フルート三重奏 金賞

19 福井 鯖江市鯖江中学校 フルート三重奏 金賞・北陸代表

20 富山 南砺市立福野中学校 木管八重奏 銀賞

21 石川 小松市松陽中学校 木管八重奏 銅賞

22 石川 能美市立辰口中学校 金管八重奏 銀賞

23 富山 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 金賞

24 富山 南砺市立福野中学校 金管八重奏 金賞
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●高等学校部門

順 県 団体名 編成 賞

1 富山 富山県立富山商業高等学校 打楽器八重奏 金賞

2 福井 福井県立羽水高等学校 打楽器八重奏 金賞・北陸代表

3 石川 石川県立小松高等学校 打楽器七重奏 金賞・北陸代表

4 富山 富山県立高岡商業高等学校 打楽器六重奏 銀賞

5 石川 石川県立輪島高等学校 サクソフォン四重奏 銅賞

6 石川 石川県立小松明峰高等学校 クラリネット八重奏 金賞

7 福井 福井県立金津高等学校 クラリネット八重奏 銀賞

8 富山 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット五重奏 銀賞

9 福井 福井県立武生東高等学校 クラリネット四重奏 銀賞

10 石川 小松市立高等学校 フルート五重奏 銅賞

11 福井 北陸高等学校 フルート三重奏 銀賞

12 石川 石川県立小松明峰高等学校 金管八重奏 金賞

13 富山 富山県立富山高等学校 金管八重奏 金賞

14 富山 富山県立南砺総合高等学校福野高等学校 金管八重奏 銅賞

15 福井 北陸高等学校 金管四重奏 銀賞

●職場・一般部門

順 県 団体名 編成 賞

1 富山 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器六重奏 金賞

2 福井 坂井ウインドファミリー 打楽器四重奏 銀賞

3 福井 福井サクソフォン研究会 サクソフォン八重奏 金賞・北陸代表

4 石川 能美シビック サクソフォン五重奏 銅賞

5 石川 金沢サックス サクソフォン四重奏 銀賞

6 富山 富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏 銀賞

7 富山 ラポール・ウインドアンサンブル 金管八重奏 金賞・北陸代表

8 石川 Ｇｒｅｅｎｐｉａｃｅ 金管四重奏 銅賞

9 福井 Shine　Sound　東ＯＢ 金管四重奏 金賞

●大学部門

順 県 団体名 編成 賞

1 福井 福井大学吹奏楽部 サクソフォン三重奏 銀賞

2 富山 富山大学吹奏楽団 クラリネット四重奏 銀賞

3 石川 石川工業高等専門学校 管打六重奏 銅賞


