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砺波市文化会館

1 南砺市立福野小学校 打楽器四重奏  金賞

2 高岡市立野村小学校 管打楽器七重奏  銀賞

3 高岡市立野村小学校 サクソフォン三重奏  金賞

4 滑川市立田中小学校 クラリネット五重奏  銀賞

5 高岡市立野村小学校 クラリネット四重奏  金賞・県代表(北陸)

6 滑川市立寺家小学校 クラリネット三重奏  金賞

7 南砺市立福野小学校 木管八重奏  金賞・県代表(北陸)

8 南砺市立福野小学校 金管八重奏  金賞・県代表(北陸)

9 滑川市立寺家小学校 金管五重奏  銀賞

1 富山県立高岡商業高等学校 打楽器八重奏  金賞・県代表(中日)

2 富山県立富山南高等学校 打楽器八重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

3 富山県立大門高等学校 打楽器五重奏  金賞・県代表(中日)

4 富山県立雄山高等学校 打楽器五重奏  金賞

5 富山県立砺波高等学校 打楽器四重奏  金賞

6 富山県立滑川高等学校 打楽器三重奏  銀賞

7 富山県立南砺福野高等学校 サクソフォン四重奏  銀賞

8 富山県立魚津高等学校 サクソフォン四重奏  銀賞

9 富山県立大門高等学校 サクソフォン四重奏  銀賞

10 富山県立富山高等学校 サクソフォン四重奏  銀賞

11 富山県立石動高等学校 サクソフォン三重奏  銀賞

12 富山県立入善高等学校 サクソフォン三重奏  銀賞

13 富山県立高岡商業高等学校 クラリネット八重奏  金賞

14 富山県立富山高等学校 クラリネット八重奏  金賞・県代表(北陸)

15 富山県立南砺福野高等学校 クラリネット五重奏  金賞

16 富山県立高岡高等学校 クラリネット四重奏  金賞

17 富山県立新湊高等学校 クラリネット四重奏  金賞

18 富山県立富山商業高等学校 クラリネット四重奏  金賞

19 富山県立富山商業高等学校 フルート四重奏  金賞・県代表(北陸)

20 片山学園中学校・高等学校 フルート三重奏  金賞

21 富山県立滑川高等学校 木管八重奏  銀賞

22 富山県立高岡商業高等学校 木管五重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

23 富山県立富山商業高等学校 金管八重奏  金賞・県代表(北陸)

24 富山県立富山南高等学校 トロンボーン四重奏  金賞・県代表(中日)

1 富山大学 打楽器三重奏  金賞

2 富山大学 サクソフォン四重奏  金賞・県代表(北陸)

3 富山大学 クラリネット三重奏  金賞

4 富山高等専門学校 フルート三重奏  銀賞

大学の部

高等学校の部

小学校の部

第52回　富山県アンサンブルコンテスト　大会結果

　※北陸：北陸アンサンブルコンテスト

　※中日：中部日本個人・重奏コンテスト本大会



1 入善町立入善西中学校 打楽器八重奏  金賞

2 富山市立大沢野中学校 打楽器七重奏  金賞

3 射水市立小杉中学校 打楽器六重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

4 滑川市立滑川中学校 打楽器五重奏  金賞

5 富山市立速星中学校 打楽器五重奏  金賞

6 砺波市立庄西中学校 打楽器四重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

7 南砺市立福野中学校 打楽器四重奏  金賞・県代表(北陸)

8 富山市立城山中学校 打楽器三重奏  銀賞

9 朝日町立朝日中学校 打楽器三重奏  金賞

10 富山市立新庄中学校 打楽器三重奏  金賞・県代表(北陸)

11 高岡市立芳野中学校 サクソフォン五重奏  銀賞

12 高岡市立高岡西部中学校 サクソフォン四重奏  銀賞

13 滑川市立滑川中学校 サクソフォン三重奏  銀賞

14 高岡市立芳野中学校 クラリネット八重奏  銀賞

15 砺波市立出町中学校 クラリネット七重奏  銀賞

16 高岡市立南星中学校 クラリネット五重奏  金賞

17 富山市立芝園中学校 クラリネット五重奏  金賞

18 射水市立小杉中学校 クラリネット四重奏  金賞

19 富山市立速星中学校 クラリネット四重奏  銀賞

20 富山市立月岡中学校 クラリネット四重奏  銀賞

21 高岡市立高岡西部中学校 クラリネット四重奏  銀賞

22 富山市立和合中学校 クラリネット四重奏  銀賞

23 氷見市立西條中学校 クラリネット四重奏  金賞

24 入善町立入善西中学校 クラリネット三重奏  銀賞

25 滑川市立滑川中学校 クラリネット三重奏  銀賞

26 富山市立芝園中学校 フルート三重奏  銀賞

27 富山市立山室中学校 フルート三重奏  銀賞

28 富山市立速星中学校 フルート三重奏  金賞

29 射水市立小杉中学校 フルート三重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

30 朝日町立朝日中学校 木管六重奏  銀賞

31 南砺市立福野中学校 木管三重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

32 入善町立入善西中学校 金管八重奏  銀賞

33 射水市立大門中学校 金管八重奏  金賞・県代表(北陸)

34 高岡市立南星中学校 金管八重奏  金賞

35 高岡市立芳野中学校 金管八重奏  金賞・県代表(北陸)

36 小矢部市立石動中学校 金管八重奏  金賞

37 砺波市立出町中学校 金管五重奏  銀賞

中学校の部



1 The Vivid Beaters 打楽器八重奏  金賞

2 富山ミナミ吹奏楽団 打楽器四重奏  金賞

3 ムジカグラート氷見 管打楽器八重奏  金賞・県代表(北陸＆中日)

4 なんと！吹奏楽団 クラリネット四重奏  金賞

5 ら・こんせーる・のくちゅーる 木管八重奏  銀賞

6 ムジカグラート氷見 木管三重奏  金賞

7 高岡シンフォニックバンド 金管八重奏  金賞

8 富山ミナミ吹奏楽団 金管八重奏  銀賞

9 速星☆Friday's 金管八重奏  金賞・県代表(北陸)

10 速星☆Friday's 金管五重奏  金賞・県代表(北陸)

11 富山ホルニステン ホルン四重奏  銀賞

12 北アルプス吹奏楽団 トランペット四重奏  金賞

13 北アルプス吹奏楽団 バリ・チューバ四重奏  金賞

職場・一般の部


