
第35回　全日本リコーダーコンテスト　収録内容明細

Volume 会場 出演番号 団体名 演奏形態
S-１ 小ホール 101 静岡市立賤機南小学校 独奏

102 帯広市立若葉小学校 独奏
103 浜松市立芳川北小学校 独奏
104 北広島市立西部小学校 独奏
105 静岡リコーダー教育研究会 独奏
106 静岡市立番町小学校 二重奏
107 浜松市立佐鳴台小学校 二重奏
108 きのくに子どもの村小学校 三重奏
109 浜松市立広沢小学校（三屋） 四重奏
110 浜松市立大平台小学校 四重奏
111 鈴鹿市立桜島小学校 四重奏
112 粟国村立粟国小学校 四重奏
113 狭山市立入間川小学校 四重奏

S-2 小ホール 114 静岡市立番町小学校 四重奏
115 十日町市立馬場小学校 四重奏
116 浜松市立広沢小学校（澤下） 四重奏
117 県立四日市高等学校 独奏
118 郭晉嘉 独奏
119 県立浜松西高等学校 独奏
120 井上　玲 独奏
121 在良スイッチ　リコーダーアンサンブル 二重奏
122 愛樂木笛四重奏 四重奏
123 岩田　龍明 独奏
124 鹿児島国際大学 独奏
125 神戸大学 三重奏
126 おりこーだー 四重奏

S-3 小ホール 127 田畑　一希 独奏
128 庭野　宏樹 独奏
129 小島　海治 独奏
130 砂辺　絢斗 独奏
131 柴谷　健 独奏
132 崎本部小OG 二重奏
133 鹿児島カンタービレ 二重奏
134 グラッサンブル 三重奏
135 クライン・シュリット 三重奏
136 あさやけホップ 四重奏
137 小作ばれいしょアンサンブル 四重奏
138 霧島市立牧之原中学校 独奏

S-4 小ホール 139 静岡市立清水第三中学校 独奏
140 馬思勤 独奏
141 游心瑜 独奏
142 冨永　和音 独奏
143 札幌市立啓明中学校 独奏
144 粟国村立粟国中学校 独奏
145 鈴鹿市立白子中学校 独奏
146 魚沼市立堀之内中学校 二重奏
147 佐渡市立羽茂中学校 二重奏
148 静岡リコーダー教育研究会 二重奏
149 姶良市立加治木中学校 三重奏
150 宮崎市立高岡中学校 三重奏

S-5 小ホール 151 静岡市立賤機中学校 三重奏
152 大林青少年三重奏 三重奏
153 浜松市立湖東中学校 三重奏
154 網走市立第五中学校 三重奏
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155 古河市立古河第二中学校 四重奏
156 札幌市立西野中学校 四重奏
157 鹿児島市立西陵中学校 四重奏
158 寿都町立寿都中学校 四重奏
159 新発田市立紫雲寺中学校 四重奏
160 置戸町立置戸中学校 四重奏
161 八重瀬町立具志頭中学校 四重奏
162 浜松市立富塚中学校 四重奏

L-1 大ホール 1 笠間市立南中学校 合奏
2 嘉義縣大林青少年木笛合奏團 合奏
3 宜蘭縣立文化國中学校 合奏
4 花蓮縣國風國中学校 合奏
5 津別町立活汲小中学校 合奏
6 湧水町立栗野中学校 合奏
7 寿都町立寿都中学校 合奏
8 函館市立旭岡中学校 合奏
9 八重瀬町立具志頭中学校 合奏
10 佐渡市立羽茂中学校 合奏
11 佐渡市立真野中学校 合奏

L-2 大ホール 12 千歳市立北斗中学校 合奏
13 札幌市立西野中学校 合奏
14 札幌市立北陽中学校 合奏
15 浦添市立港川中学校 合奏
16 学習院女子中等科 合奏
17 長野市立東北中学校 合奏
18 新発田市立紫雲寺中学校 合奏
19 アッリエーヴォ　リコーダーオーケストラ 五重奏以上
20 旭川古楽コンソート 五重奏以上
21 ぷらむリコーダーアンサンブル 五重奏以上
22 浜松市立積志中学校 五重奏以上

L-3 大ホール 23 新発田市立紫雲寺中学校 五重奏以上
24 鈴鹿市立桜島小学校 五重奏以上
25 浦添市立宮城小学校 五重奏以上
26 静岡市立番町小学校 五重奏以上
27 魚沼市立堀之内小学校 五重奏以上
28 鈴鹿市立桜島小学校 合奏
29 原村立原小学校 合奏
30 北斗市立浜分小学校 合奏
31 上田市立川西小学校 合奏
32 江別市立大麻泉小学校 合奏
33 十日町市立馬場小学校 合奏

L-4 大ホール 34 十日町市立貝野小学校 合奏
35 魚沼市立堀之内小学校 合奏
36 浦添市立宮城小学校 合奏
37 訓子府町立訓子府小学校 合奏
38 南風原町立津嘉山小学校 合奏
39 北海道標津高等学校 合奏
40 学習院女子高等科 合奏
41 新竹縣立直笛合奏團 合奏
42 リコーダーアンサンブル・ドルチェ 合奏
43 アッリーエヴォ　リコーダーオーケストラ 合奏
44 RECつべつ 合奏


