
　日　時　：平成２２年８月６日(金)、７日(土)、８日(日)

中学校部Ｂ部門　高等学校Ｂ部門

大学部門　中学校Ａ部門

小学校部門　高等学校Ａ部門　一般部門

　場　所　：石川県立音楽堂

●第1日目　平成２６年８月6日（金）

●中学校Ｂ部門

順 県 団体名 賞

1 石川 小松市立板津中学校 金賞

2 富山 南砺市立福光中学校 金賞

3 石川 白山市立北辰中学校 銅賞

4 石川 白山市立美川中学校 銅賞

5 富山 高岡市立南星中学校 金賞・代表

6 富山 高岡市立中田中学校 銀賞

7 富山 高岡市立戸出中学校 銀賞

8 富山 入善町立入善中学校 銅賞

9 福井 越前市南越中学校 金賞・代表

10 福井 越前市武生第六中学校 金賞・代表

11 石川 小松市立中海中学校 銀賞

12 福井 あわら市金津中学校 銅賞

13 石川 小松市立松東中学校 銅賞

14 福井 勝山市立勝山南部中学校 銀賞

15 石川 小松市立松陽中学校 金賞・代表

16 福井 あわら市芦原中学校 銀賞

17 富山 砺波市立庄西中学校 金賞

●高等学校Ｂ部門

順 県 団体名 賞

1 石川 石川県立輪島高等学校 金賞・代表

2 福井 福井県立武生商業高等学校 金賞・代表

3 富山 富山県立氷見高等学校 銀賞

4 富山 富山県立上市高等学校 銅賞

5 石川 石川県立羽咋高等学校 銀賞

6 石川 石川県立松任高等学校 銀賞

7 富山 富山県立高岡工芸高等学校 金賞

8 福井 福井工業大学附属福井高等学校 金賞・代表

9 富山 富山県立二上工業高等学校 銅賞

10 福井 福井県立福井商業高等学校 銀賞

※高岡市立南星中学校、越前市立南越中学校、小松市立松陽中学校、越前市武生第六中学校、

　石川県立輪島高等学校、福井県立武生商業高等学校、福井工業大学附属福井高等学校は、

　10月9日（土）、10日（日）に東京・府中の芸術劇場　どりーむホールで行われる「第10回東日本学校吹奏楽大会」

　に北陸支部推薦団体として出場します。

第５１回 北陸吹奏楽コンクール



●第2日目　平成２６年８月7日（土）

●大学部門

順 県 団体名 賞

1 石川 金沢大学吹奏楽団 金賞・代表

2 富山 富山大学吹奏楽団 銀賞

3 福井 福井大学吹奏楽部 銀賞

●中学校Ａ部門

順 県 団体名 賞

1 福井 越前市武生第一中学校 銀賞

2 福井 坂井市三国中学校 銅賞

3 富山 高岡市立芳野中学校 金賞

4 富山 高岡市立志貴野中学校 金賞

5 石川 内灘町立内灘中学校 銀賞

6 富山 射水市立小杉中学校 銀賞

7 石川 津幡町立津幡中学校 銀賞

8 富山 射水市立小杉南中学校 銅賞

9 福井 鯖江市中央中学校 銀賞

10 富山 射水市立大門中学校 銀賞

11 富山 南砺市立福野中学校 金賞

12 石川 津幡町立津幡南中学校 金賞

13 福井 鯖江市東陽中学校 銀賞

14 石川 金沢市立額中学校 金賞・代表

15 石川 能美市立辰口中学校 金賞

16 福井 福井市社中学校 銀賞

17 石川 小松市立丸内中学校 銀賞

18 石川 かほく市立河北台中学校 銀賞

19 福井 鯖江市鯖江中学校 金賞

20 石川 能美市立根上中学校 金賞・代表

※金沢市立額中学校、能美市立根上中学校は、10月30日（土）に東京都杉並区　普門館において開催される

　「第58回全日本吹奏楽コンクール」に北陸支部推薦団体として出場します。

※金沢大学吹奏楽団は、10月23日（土）に、愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）で行われる

　「第58回全日本吹奏楽コンクール」に北陸支部推薦団体として出場します。



●第3日目　平成２６年８月8日（日）

●小学校部門

順 県 団体名 賞

1 福井 鯖江市惜陰小学校 金賞・グランプリ

2 富山 富山大学人間発達科学部附属小学校 金賞・代表

3 富山 高岡市立野村小学校 金賞

4 石川 羽咋市立羽咋小学校 銀賞

●高等学校Ａ部門

順 県 団体名 賞

1 富山 富山県立富山高等学校 銀賞

2 石川 小松市立高等学校 金賞

3 富山 富山県立高岡商業高等学校 金賞・代表

4 富山 富山県立富山商業高等学校 金賞

5 富山 富山県立福岡高等学校 銀賞

6 富山 富山県立新湊高等学校 銀賞

7 石川 石川県立小松高等学校 金賞

8 石川 石川県立小松明峰高等学校 金賞・代表

9 石川 石川県立金沢桜丘高等学校 金賞

10 石川 金沢市立工業高等学校 金賞

11 福井 福井県立金津高等学校 金賞

12 福井 福井県立金沢錦丘高等学校 銀賞

13 富山 富山県立南砺福野高等学校 銅賞

14 福井 北陸高等学校 銅賞

15 福井 福井県立羽水高等学校 銀賞

16 福井 福井県立武生東高等学校 銀賞

※富山大学人間発達科学部附属小学校は、10月10日（日）に東京・府中の芸術劇場　どりーむホールで行われる

　「第10回東日本学校吹奏楽大会」に北陸支部推薦団体として出場します。

※富山県立高岡商業高等学校、石川県立小松明峰高等学校は、10月31日（日）に東京都杉並区　普門館において開催される

　「第58回全日本吹奏楽コンクール」に北陸支部推薦団体として出場します。

●職場・一般部門

順 県 団体名 賞

1 富山 北アルプス吹奏楽団 銀賞

2 石川 小松市民吹奏楽団 金賞

3 福井 ソノーレウインドアンサンブル 金賞・代表

4 富山 速星☆Friday's 銀賞

5 福井 ウインドアンサンブル・ソレイユ 金賞

6 富山 ら・こんせ～る・のくちゅ～る 銀賞

7 石川 百萬石ウインドオーケストラ 金賞・代表

※ソノーレウインドアンサンブル、百萬石ウインドオーケストラは、10月24日（日）に、愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）で行われる

　「第58回全日本吹奏楽コンクール」に北陸推薦団体として出場します。


