
期　日　　平成３１年２月１０日（日）
会　場　　福井県立音楽堂

●小学校部門
No. 県 学校名 編成 賞
1 福井 神明小学校 金管８重奏 銅賞
2 富山 野村小学校 金管４重奏 銀賞
3 石川 矢田野小学校 金管３重奏 銅賞
4 石川 大浦小学校 木管３重奏 銀賞
5 福井 立待小学校 フルート４重奏 金賞
6 富山 福野小学校 管打楽器８重奏 銅賞
7 石川 大浦小学校 金管４重奏 銀賞
8 富山 富山大学人間発達科学部附属小学校 金管４重奏 金賞・最優秀賞
9 福井 立待小学校 サクソフォン３重奏 金賞・最優秀賞

●中学校部門
No. 県 学校名 編成 賞
1 富山 入善西中学校 木管３重奏 金賞・北陸代表
2 富山 福野中学校 木管５重奏 銀賞
3 富山 山室中学校 クラリネット４重奏 銅賞
4 福井 明倫中学校 クラリネット８重奏 銀賞
5 福井 武生第一中学校 クラリネット３重奏 銀賞
6 石川 大徳中学校 打楽器７重奏 金賞
7 石川 板津中学校 打楽器４重奏 金賞
8 富山 速星中学校 フルート４重奏 銀賞
9 福井 明倫中学校 サクソフォン８重奏 銅賞
10 石川 額中学校 クラリネット４重奏 金賞
11 富山 速星中学校 クラリネット４重奏 金賞
12 富山 芳野中学校 金管８重奏 金賞
13 福井 春江中学校 打楽器７重奏 金賞
14 福井 中央中学校 クラリネット４重奏 銀賞
15 富山 福野中学校 打楽器５重奏 金賞・北陸代表
16 石川 南部中学校 打楽器５重奏 銀賞
17 福井 上志比中学校 サクソフォン３重奏 銅賞
18 石川 北星中学校 打楽器７重奏 銅賞
19 石川 河北台中学校 金管８重奏 銅賞
20 富山 小杉中学校 打楽器３重奏 銅賞
21 福井 鯖江中学校 打楽器５重奏 銀賞
22 石川 北鳴中学校 フルート４重奏 銀賞
23 福井 武生第一中学校 打楽器５重奏 銀賞
24 石川 大徳中学校 クラリネット８重奏 銀賞

●高等学校部門
No. 県 学校名 編成 賞
1 石川 小松市立高等学校 金管８重奏 銀賞
2 富山 高岡商業高等学校 フルート４重奏 銀賞
3 石川 金沢桜丘高等学校 フルート４重奏 金賞
4 石川 小松市立高等学校 フルート６重奏 銅賞
5 富山 富山商業高等学校 金管８重奏 銅賞
6 福井 武生商業高等学校 金管８重奏 銀賞
7 福井 北陸高等学校 フルート８重奏 金賞
8 石川 小松明峰高等学校 打楽器７重奏 金賞
9 富山 富山商業高等学校 打楽器５重奏 銀賞
10 石川 県立小松高等学校 クラリネット６重奏 銅賞
11 富山 高岡商業高等学校 打楽器５重奏 銅賞
12 福井 北陸高等学校 打楽器８重奏 金賞・北陸代表
13 福井 武生東高等学校 フルート３重奏 銀賞
14 富山 八尾高等学校 クラリネット３重奏 銀賞
15 福井 武生東高等学校 クラリネット４重奏 金賞・北陸代表

●職場・一般部門
No. 県 団体名 編成 賞
1 福井 福井サクソフォン研究会 サクソフォン６重奏 銀賞
2 富山 ムジカグラート氷見 クラリネット３重奏 金賞・北陸代表
3 富山 北アルプス吹奏楽団 木管４重奏 銅賞
4 石川 創価学会石川吹奏楽団 トロンボーン４重奏 銅賞
5 福井 ソノーレウインドアンサンブル フルート３重奏 金賞・北陸代表
6 富山 ムジカグラート氷見 木管３重奏 金賞
7 石川 金沢サクソフォンアンサンブル サクソフォン４重奏 銀賞
8 福井 モアローヴァ・アンサンブル 金管８重奏 銅賞
9 石川 百萬石ウインドオーケストラ クラリネット４重奏 金賞

●大学部門
No. 県 学校名 編成 賞
1 石川 金沢大学 フルート４重奏 銀賞
2 富山 富山大学 打楽器５重奏 金賞・北陸代表
3 福井 福井工業大学 サクソフォン３重奏 銀賞

第４２回北陸アンサンブルコンテスト


