
曲　　名 演奏形態 人数 学校名 団体名 賞

1 ユーゴスラビア舞踏組曲 リコーダー重奏 6 原村立原小学校 リコーダー合奏団 優秀賞

2 Ｍｏｓａｉｋ
モザイク

リコーダー合奏 9 原村立原小学校 リコーダー合奏団 優良賞

3 亡き王女のためのパヴァーヌ ＊ リコーダー合奏 21 上田市立川西小学校 ５年１組　　　　 佳良賞

4 ホール　ニュー　ワールド リコーダー合奏 20 須坂市立井上小学校 ４年松組 佳良賞

5 カントリーロード リコーダー合奏 33 諏訪市立四賀小学校 ３年１組 佳良賞

1 ブラックホール・花笛・キリマンジャロ 器楽合奏 21 諏訪市立城北小学校 ３年 佳良賞

2 かえるの合唱・喜びの歌 器楽合奏 17 諏訪市立城北小学校 ２年 佳良賞

3 中国人の行列 器楽合奏 17 諏訪市立城北小学校 １年 佳良賞

4 残酷な天使のテーゼ 器楽合奏 18 諏訪市立城北小学校 ４年 優良賞

5 世界に一つだけの花 器楽合奏 19 須坂市立井上小学校 ４年竹組 佳良賞

6 シング・シング・シング 器楽合奏 21 諏訪市立城北小学校 ６年 佳良賞

7 ＲＰＧ
アールピージー

器楽合奏 22 須坂市立井上小学校 ５年松組 佳良賞

8 ラデツキー行進曲 器楽合奏 23 須坂市立井上小学校 ５年竹組 佳良賞

9 ハンガリア舞曲第５番 器楽合奏 24 諏訪市立四賀小学校 ５年１組 佳良賞

10 ＭＯＮＳＴＥＲ
　モ　ン　ス　タ　ー

器楽合奏 24 諏訪市立城北小学校 ５年 佳良賞

11 ハンガリー舞曲第５番 器楽合奏 25 須坂市立高甫小学校 ６年敬組 佳良賞

12 ルパン三世のテーマ 器楽合奏 28 長野市立柳原小学校 ５年１組 佳良賞

13 ペルシャの市場にて 器楽合奏 29 諏訪市立四賀小学校 ６年２組 佳良賞

14 アフリカン・シンフォニー 器楽合奏 29 高森町立高森南小学校 ６年２組 佳良賞

15 コンドルはとんでゆく 器楽合奏 29 長野市立柳原小学校 ５年２組 佳良賞

16 大序曲｢１８１２年」 器楽合奏 30 諏訪市立四賀小学校 ６年１組 佳良賞

17 コーヒー・ルンバ 器楽合奏 30 長野市立柳原小学校 ４年２組 佳良賞

18 アフリカン・シンフォニー 器楽合奏 31 千曲市立戸倉小学校 ６年松組 優良賞

19 シンコペーティド・クロック 器楽合奏 31 長野市立柳原小学校 ４年１組 佳良賞

20 今咲き誇る花たちよ 器楽合奏 31 千曲市立戸倉小学校 ６年竹組 佳良賞

21 アフリカン・シンフォニー 器楽合奏 52 須坂市立井上小学校 ６学年 佳良賞

22 サンバ・ブラジル 器楽合奏 56 長野市立通明小学校 ４年２，４組 佳良賞

23
「インディ・ジョーンズ」のテーマ
レイダース・マーチ 器楽合奏 58 長野市立柳原小学校 ６年生 佳良賞

24 テキーラ 器楽合奏 59 長野市立通明小学校 ４年１，３組 佳良賞

25 「アイーダ」大行進曲 器楽合奏 86 上田市立西小学校 ６学年 佳良賞

26 ボレロ 器楽合奏 109 長野市立通明小学校 ５年生 佳良賞

27 ｢新世界」第４楽章(抜粋） 器楽合奏 131 安曇野市立豊科南小学校 ６学年 佳良賞

1 SING SING SING 金管合奏 20 長野市立湯谷小学校
さわやか金管
　　　マーチングバンド

優良賞

2
かみごと
～幼い日に見た祭りの情景～

吹奏楽 60 安曇野市立豊科南小学校 吹奏楽部 優秀賞

◇器楽合奏部門

◇管楽合奏部門

＜小学校の部＞ 　☆最優秀賞　原村立原小学校リコーダー合奏団　リコーダー重奏 

　　　　　　　 　　 ☆学校奨励賞　長野市立柳原小学校

平成２７年度　長野県合奏コンクール　　　　　　　　　審査結果
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜兼 全日本リコーダーコンテスト長野県予選＞

◇リコーダー部門    



1
Ｅｉｇｈｔ　Ｍａｓｑｕｅ　Ｄａｎｃｅｓより

１，２，４，８　　　　　　　　　　　　　　　＊
リコーダー合奏 20 長野市立東北中学校 器楽合奏部　　　　　 優秀賞

1 にじいろ ギター合奏 6 佐久市立浅間中学校 音楽部 優良賞

2 「砧
キヌタ　

三章」より第一章 箏三重奏 3 佐久市立臼田中学校 邦楽部 優秀賞

1
「弦楽のための三楽章」から
                            第一楽章

弦楽合奏 27 長野市立柳町中学校 室内楽部 優秀賞

1
吹奏楽のためのラプソディ
　　　　「分福茶釜」

吹奏楽 35 松本市立清水中学校 吹奏楽部 優秀賞

＊印は、リコーダーコンテスト参加校

○長野市立東北中学校 器楽合奏部（中学校合奏の部）
★ 全日本リコーダーコンテスト推薦校【平成28年3月27日（日）東京都江戸川区総合文化センターで開催予定】

◇弦楽合奏部門

◇吹奏楽部門

◇リコーダー部門  

◇器楽合奏部門

＜中学校の部＞　☆最優秀賞　佐久市立臼田中学校邦楽部　箏三重奏  


