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【小学校の部】

1 南砺市立福野小学校 打楽器四重奏 9:05 金賞・県代表（北陸）
４人のパーカッショニストのためのノームの森の物語　森へ～三日月の晩に～狩～森の小人たち 高橋　宏樹作曲

2 砺波市立出町小学校 管打楽器八重奏 9:13 金賞
ソロモンの指輪 広瀬　勇人作曲

3 砺波市立出町小学校 金管八重奏 9:20 金賞
晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘作曲

4 高岡市立野村小学校 金管八重奏 9:25 銀賞
イントラーダ 八木澤　教司作曲

5 滑川市立田中小学校 金管四重奏 9:31 銀賞
コッツウォルズの風景 広瀬　勇人作曲

6 滑川市立寺家小学校 混成八重奏 9:36 銀賞
古遊技 高橋　宏樹作曲

7 高岡市立野村小学校 サクソフォン三重奏 9:42 金賞・県代表（北陸）
花の香る季節に～３つの木管楽器のために 八木澤　教司作曲

8 滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏 9:47 銀賞
飛行船の軌跡 須賀　拓夢作曲

9 富山大学人間発達科学部附属小学校 クラリネット三重奏 9:53 金賞・県代表（北陸）
ニューベリーストリート 広瀬　勇人作曲

10 高岡市立野村小学校 フルート三重奏 9:58 金賞
パフェ・パラダイス！ 八木澤　教司作曲

【中学校の部】

1 富山市立速星中学校 打楽器八重奏 10:20 金賞・県代表（北陸＆中日）
そして静けさは森の中へ・・・ 天野　正道作曲

2 富山市立山室中学校 打楽器五重奏 10:27 金賞
ソノリテ・エ・ムーヴマン 天野　正道作曲

3 高岡市立高岡西部中学校 打楽器五重奏 10:35 金賞
マリンバ・コンツェルティーノ「The WAVE」　ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための 安倍　圭子作曲

4 入善町立入善西中学校 打楽器四重奏 10:42 金賞・県代表（北陸）
マリンバ・スピリチュアル 三木　　稔作曲

5 朝日町立朝日中学校 打楽器三重奏 10:50 金賞
トリオ・パー・ウノ N.J. ジブコヴィッチ作曲

6 南砺市立井波中学校 金管八重奏 11:05 銀賞
黒の断続 江原　大介作曲

7 射水市立小杉中学校 金管八重奏 11:10 金賞
クロス・セクション・ビュー 三浦　秀秋作曲

8 高岡市立芳野中学校 金管八重奏 11:16 金賞・県代表（北陸）
「テレプシコーレ舞曲集」より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ M. プレトリウス作曲／佐藤　正人編曲
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9 富山市立速星中学校 金管八重奏 11:21 金賞
晴れた日は恋人と市場へ！ 建部　知弘作曲

10 南砺市立城端中学校 金管六重奏 11:27 金賞
Ｎｏ　Ｓｗｉｎｇ 三浦　秀秋作曲

11 南砺市立福野中学校 金管五重奏 11:32 銀賞
金管五重奏曲第１番３楽章 V. エヴァルド作曲

12 富山市立堀川中学校 金管四重奏 11:38 銅賞
4本のトランペットのためのソナチネ R. シンプソン作曲

13 入善町立入善西中学校 混成八重奏 11:43 銀賞
てぃーち　てぃーる　～沖縄民謡による～ 福島　弘和作曲

14 滑川市立滑川中学校 サクソフォン三重奏 11:49 銀賞
パッション 髙橋　伸哉作曲

15 射水市立小杉中学校 サクソフォン三重奏 11:54 金賞・県代表（北陸＆中日）
パッション 高橋　伸哉作曲

16 南砺市立福野中学校 サクソフォン三重奏 12:00 金賞・県代表（北陸＆中日）
パッション 高橋　伸哉作曲

17 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏 12:20 金賞・県代表（北陸）
クラウナリー・フォー・クラリネッツ H. スタルパース作曲

18 富山市立芝園中学校 クラリネット五重奏 12:25 金賞
カレイドスコ－プ R.T. ロレンツ作曲

19 砺波市立庄西中学校 クラリネット五重奏 12:31 銀賞
カレイドスコープ R.T. ロレンツ作曲

20 南砺市立福野中学校 クラリネット四重奏 12:36 金賞・県代表（北陸＆中日）
クラリネットラプソディー D. ベネット作曲

21 入善町立入善西中学校 クラリネット四重奏 12:42 銅賞
超絶技巧練習曲第一番「蟋蟀之譜」～四本のクラリネットのための～ 阿部　勇一作曲

22 滑川市立滑川中学校 クラリネット四重奏 12:47 銀賞
クラリネット　ラプソディ D. ベネット作曲

23 富山市立速星中学校 クラリネット四重奏 12:53 銅賞
オーディションのための６つの小品より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ J.M. ドゥファイ作曲

24 射水市立小杉中学校 クラリネット四重奏 12:58 金賞・県代表（北陸＆中日）
超絶技巧練習曲第５番「グラフィティ・オブ・スウィング」 阿部　勇一作曲

25 富山市立芝園中学校 フルート三重奏 13:04 銅賞
海のパレットⅠ、Ⅱ、Ⅲ 藤田　哲志作曲

26 射水市立小杉中学校 フルート三重奏 13:09 金賞
共鳴のトライアド 江原　大介作曲

27 富山市立岩瀬中学校 フルート三重奏 13:15 銀賞
海のパレット 藤田　哲志作曲

28 高岡市立芳野中学校 木管四重奏 13:20 銀賞
「管弦楽組曲第２番からの４つのダンスムーブメント」より
　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ J.S. バッハ作曲／W. シュミット編曲
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【高等学校の部】

1 富山県立富山高等学校 打楽器五重奏 14:35 金賞・県代表（北陸）
森の会話Ⅲ～２台のマリンバと３人の打楽器奏者のための～ 安倍　圭子作曲

2 富山県立富山南高等学校 打楽器五重奏 14:43 金賞・県代表（北陸＆中日）
マリンバコンチェルティーノ「ザ・ウエーブ」ソロマリンバと４人の打楽器奏者のための 安倍　圭子作曲

3 富山県立雄山高等学校 打楽器五重奏 14:50 銅賞
美星の降る夜に…　願い、やがて強靱な心と翼をもった～ 片岡　寛晶作曲

4 富山県立砺波高等学校 打楽器五重奏 14:58 銀賞
美星の降る夜に…　願い、やがて強靱な心と翼を持った～ 片岡　寛晶作曲

5 富山県立桜井高等学校 打楽器三重奏 15:05 銀賞
ザ・ウェーブ　インプレッションズ　～ソロ・マリンバと２人の打楽器奏者のための～ 安倍　圭子作曲

6 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 15:13 金賞・県代表（北陸＆中日）
「ニューヨークのロンドン子」より　２．クライスラービル　５．ラジオシティ G. パーカー作曲

7 富山県立砺波高等学校 金管八重奏 15:18 銀賞
文明開化の鐘 高橋　宏樹作曲

8 富山県立魚津高等学校 金管八重奏 15:24 銅賞
「幻影」よりⅠ . 引き裂かれた都市 小長谷　宗一作曲

9 富山県立富山商業高等学校 金管八重奏 15:29 銀賞
第７旋法による８声のカンツォン第２番 G. ガブリエリ作曲／R. キング編曲

10 富山県立大門高等学校 サクソフォン四重奏 15:50 金賞
四重奏曲より　第３楽章 A. デザンクロ作曲

11 富山県立富山高等学校 サクソフォン四重奏 15:55 銀賞
サクソフォーン四重奏曲よりⅢ A. デザンクロ作曲

12 富山県立富山商業高等学校 クラリネット七重奏 16:01 銀賞
ドデカフォニック・エッセイ E.D. ボルゴ作曲

13 富山県立砺波高等学校 クラリネット七重奏 16:06 銀賞
ピクセルズ 福田　洋介作曲

14 富山県立富山高等学校 クラリネット六重奏 16:12 金賞
クラウナリー・フォー・クラリネッツ H. スタルパース作曲

15 富山県立新湊高等学校 クラリネット五重奏 16:17 金賞・県代表（中日）
カレイドスコープ R.T. ロレンツ作曲

16 富山県立小杉高等学校 クラリネット四重奏 16:23 金賞・県代表（北陸＆中日）
スリー・ラテン・ダンス P. ヒケティック作曲

17 富山県立魚津高等学校 クラリネット四重奏 16:28 金賞・県代表（北陸＆中日）
「オーディションのための６つの小品」よりⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ J.M. ドゥファイ作曲

18 富山県立高岡高等学校 木管三重奏 16:34 金賞
木管三重奏のための小組曲より　Ⅰ、Ⅳ E. ボザ作曲
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【大学の部】

1 富山大学吹奏楽団 金管八重奏 16:45 金賞
第7旋法による８声のカンツォン第２番 G. ガブリエリ作曲／R. キング編曲

2 富山大学吹奏楽団 サクソフォン八重奏 16:50 金賞・県代表（北陸）
ラ・セーヌ　Ⅰ、Ⅲ 真島　俊夫作曲

3 富山大学吹奏楽団 クラリネット四重奏 16:56 金賞
オーディションのための６つの小品　Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ J.M. デュファイ作曲

【職場・一般の部】

1 なんと！吹奏楽団 打楽器八重奏 17:20 金賞・県代表（北陸）
紅蓮の斜陽～8人の打楽器奏者のために～ J. グラステイル作曲

2 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器五重奏 17:28 銀賞
水面に射す紅き影の波紋 山澤　洋之作曲

3 いみずシビックウインドオーケストラ 管打楽器八重奏 17:36 銀賞
トォロワジエム・バレエ・シメリック 天野　正道作曲

4 なんと！吹奏楽団 金管八重奏 17:43 銅賞
選ばれた場所 福島　弘和作曲

5 速星☆ Friday's 金管八重奏 17:48 金賞
フランス・ルネサンス舞曲集　より　Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ C. ジェルヴェーズ、P. アテニャン作曲／P. リーヴ編曲

6 北アルプス吹奏楽団 金管四重奏 17:54 銀賞
4本のトランペットのためのソナチネ　第1楽章　モデラート・コン・モート　第2楽章　レント　第3楽章　アレグロ R. シンプソン作曲

7 北アルプス吹奏楽団 金管四重奏 17:59 金賞
小組曲「テュービアム・ダンス」より1. テュービアム・ダンス　2. ワルツ　4. ユーフォニアン・ダンス 戸田　顕作曲

8 富山ミナミ吹奏楽団 クラリネット八重奏 18:05 金賞
カプリッチョ 八木澤　教司作曲

9 なんと！吹奏楽団 クラリネット三重奏 18:10 金賞・県代表（北陸＆中日）
オーディションのための6つの小品よりⅠ、Ⅲ、Ⅳ J.M. ドゥファイ作曲

10 ら・こんせーる・のくちゅーる フルート四重奏 18:16 銅賞
テルミニ　　第１楽章：ランチタイム　第２楽章：月の灯りにて　第４楽章：ショッピング 八木澤　教司作曲

11 コンツェルテ・エロイカ フルート四重奏 18:21 銀賞
アルカディ M. ベルトミュー作曲

12 ムジカグラート氷見 木管三重奏 18:27 金賞・県代表（北陸）
クレイジー・ラフ 石毛　里佳作曲


