
第34回　全日本リコーダーコンテスト　収録内容明細　

Volume No. Pro.No 地域 名　　　称 演奏形態 Volume No. Pro.No 地域 名　　　称 演奏形態
Volume 1 136 静岡県 静岡市立賤機南小学校 独奏 Volume 2 119 新潟県 魚沼市立堀之内小学校 四重奏

107 静岡県 浜松市立佐鳴台小学校 二重奏 120 北海道 江別市立大麻泉小学校 五重奏以上
108 三重県 桑名レインボーフルーツR.E. 二重奏 121 台湾 ディライトフルGuang Wu小学校 五重奏以上
109 静岡県 浜松市立芳川北小学校 二重奏 122 兵庫県 上郡リコーダークラブ 五重奏以上
110 北海道 斜里町立川上小学校 三重奏 123 三重県 鈴鹿市立桜島小学校 五重奏以上
111 静岡県 静岡リコーダー教育研究会 三重奏 124 静岡県 静岡市立番町小学校 五重奏以上
112 静岡県 浜松市立広沢小学校 四重奏 28 北海道 斜里町立川上小学校 合奏
113 沖縄県 南風原町立津嘉山小学校（金城） 四重奏 29 台湾 カトリック聖心小学校 合奏
114 三重県 鈴鹿市立桜島小学校 四重奏 30 台湾 新竹県十興小学校 合奏
115 新潟県 十日町市立馬場小学校 四重奏 31 東京都 八王子市立城山小学校 合奏
116 北海道 津別町立活汲小学校 四重奏 32 三重県 鈴鹿市立桜島小学校 合奏
117 静岡県 浜松市立大平台小学校 四重奏 33 台湾 台北市立東湖國小学校 合奏
118 沖縄県 南風原町立津嘉山小学校（古堅） 四重奏

Volume 4 140 静岡県 浜松市立天竜中学校 独奏
Volume 3 34 台湾 中櫪市林森国民小学校 合奏 141 三重県 鈴鹿市立白子中学校 独奏

35 新潟県 十日町市立貝野小学校 合奏 142 静岡県 浜松市立中部中学校 独奏
36 新潟県 魚沼市立堀之内小学校 合奏 143 鹿児島県 鹿児島市立吉田北中学校 独奏
37 新潟県 十日町市立馬場小学校 合奏 144 静岡県 静岡リコーダー教育研究会 三重奏
38 北海道 江別市立大麻泉小学校 合奏 145 三重県 ミックスベジタブル 三重奏
39 沖縄県 糸満市立糸満小学校 合奏 146 神奈川県 横浜市立田奈中学校 三重奏
40 北海道 訓子府町立訓子府小学校 合奏 147 静岡県 浜松市立富塚中学校 三重奏
41 沖縄県 浦添市立宮城小学校 合奏 148 新潟県 魚沼市立堀之内中学校 三重奏
42 沖縄県 南風原町立津嘉山小学校 合奏 149 北海道 訓子府町立訓子府中学校 四重奏
137 静岡県 静岡市立清水第三中学校 独奏 150 鹿児島県 鹿児島市立西陵中学校 四重奏
138 沖縄県 粟国村立粟国中学校 独奏 151 茨城県 五霞町立五霞中学校 四重奏
139 台湾 王　嘉睿 独奏

Volume 6 26 静岡県 浜松市立積志中学校 五重奏以上
Volume 5 152 新潟県 佐渡市立羽茂中学校 四重奏 27 沖縄県 浦添市立港川中学校 五重奏以上

153 沖縄県 浦添市立仲西中学校 四重奏 1 北海道 置戸町立置戸中学校 合奏
154 北海道 千歳市立北斗中学校 四重奏 2 北海道 津別町立活汲小中学校 合奏
155 神奈川県 横浜市立田奈中学校 四重奏 3 神奈川県 横浜市立田奈・あかね台中学校 合奏
156 北海道 札幌市立西野中学校 四重奏 4 台湾 大林国中学校 合奏
157 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校 四重奏 5 茨城県 笠間市立南中学校 合奏
158 北海道 寿都町立寿都中学校 四重奏 6 新潟県 佐渡市立羽茂中学校 合奏
21 北海道 網走市立第五中学校 五重奏以上 7 鹿児島県 湧水町立栗野中学校 合奏
22 静岡県 静岡リコーダー教育研究会 五重奏以上 8 北海道 寿都町立寿都中学校 合奏
23 新潟県 佐渡市立羽茂中学校 五重奏以上 9 北海道 千歳市立北斗中学校 合奏
24 北海道 津別町立活汲小中学校 五重奏以上 10 沖縄県 八重瀬町立具志頭中学校 合奏
25 沖縄県 八重瀬町立具志頭中学校 五重奏以上

Volume 8 104 台湾 CHO SOHYEUN 独奏
Volume 7 11 沖縄県 浦添市立港川中学校 合奏 105 沖縄県 県立普天間高等学校 四重奏

12 北海道 札幌市立北陽中学校 合奏 43 東京都 学習院女子高等科 合奏
13 北海道 札幌市立西野中学校 合奏 44 兵庫県 リコーダーアンサンブル☆荒牧 合奏
14 兵庫県 荒牧リコーダーアンサンブル 合奏 102 大阪府 川口紗承 独奏
15 宮崎県 宮崎市立高岡中学校 合奏 106 台湾 Wake up 二重奏
16 東京都 学習院女子中等科 合奏 125 新潟県 庭野宏樹 独奏
17 新潟県 佐渡市立南中学校 合奏 126 神奈川県 小島海治 独奏
18 長野県 長野市立東北中学校 合奏 127 栃木県 菅　　圭 独奏
19 埼玉県 川越市立川越西中学校 合奏 128 東京都 柴谷　　健 独奏
20 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校 合奏 129 静岡県 ゆめりな 四重奏
101 三重県 県立四日市高等学校 独奏 130 北海道 笛部（who A boo） 五重奏以上
103 台湾 江　承儒 独奏

Volume 9 131 東京都 グラッサンブル 五重奏以上
132 大分県 奏リコーダーアンサンブル 五重奏以上
133 東京都 ぷらむリコーダーアンサンブル 五重奏以上
134 北海道 旭川古楽コンソート 五重奏以上
135 東京都 アッリエーヴォリコーダーオーケストラ 五重奏以上
45 新潟県 プルニエ　アンサンブル 合奏
46 兵庫県 リコーダーアンサンブル　ドルチェ 合奏
47 新潟県 十日町リコーダーアンサンブル 合奏
48 東京都 小作ばれいしょアンサンブル 合奏
49 沖縄県 Ensemble Beney 合奏
50 東京都 アッリエーヴォリコーダーオーケストラ 合奏
51 台湾 KYRE 合奏


	内容明細

