
第 24回三重リコーダーコンテスト プログラムと審査結果               

平成２９年１月２２日開催 

★★★コンテストの部★★★ 

【中学生部門】 

独奏 

1 クロフト作曲 / ソナタ ト長調 桑名市立光陵中学校  

 

四重奏 

2 
レーリッヒ作曲 / 

 セレナーデ ヘ長調 より 

和歌山県 

きのくに子どもの村中学校 
 

 

五重奏 

3 ホークス作曲 / Suite 鈴鹿市立白子中学校 金賞 

 

【高校生部門】 

独奏 

4 C.P.E.バッハ作曲 / ソナタ ハ短調 三重県立白子高等学校 金賞 

 

【一般部門】 

独奏 

5 
アーバン作曲 / 

 ドイツの主題による幻想曲と変奏曲 
大阪府 川口紗承 金賞 

6 
テレマン作曲 / 

 ソナタ ヘ短調 作品 41-1 より 
和歌山県 井上洋子 金賞 

 

二重奏 

７ 
クヴァンツ作曲 /  

二重奏曲 変ホ長調 作品 2-4 

桑名市 

スイッチリコーダーアンサンブル  

金賞 

三重県 

教育長賞 

 

合奏 

８ ケアリー作曲 / レイズ ユア ハッツ！ 鈴鹿市 Les Pipeaux  

９ 
グッサーゴ作曲 / ソナタ“ラ スキリーナ” 

G.A.チーマ作曲 / ソナタ 
桑名市 バード ファンタジー  

  



【小学生部門】 

独奏 

10 
森山直太朗 作曲 / さくら 

ＢＩＧＩＮ 作曲 / 涙そうそう 
桑名市立益世小学校  

11 J.S.バッハ 作曲 / 主よ、人の望みの喜びよ 桑名市立在良小学校  

二重奏 

12 
ルイエ作曲 / 

 ソナタ ト長調 より 第 1、第 4楽章 

和歌山県 

きのくに子どもの村小学校 
金賞 

13 
アイルランド民謡、イングランド民謡、スコッ

トランド民謡 / イギリスの古い歌 
桑名市立益世小学校  

14 
ゴセック作曲 / ガボット 

フォスター作曲 / 故郷の人々 
桑名市立大山田東小学校  

15 
大野克夫 作曲 /名探偵コナン メインテーマ 

大野雄二 作曲 / ルパン三世のテーマ 
桑名市立益世小学校  

三重奏 

16 

ポーランド民謡 / 踊ろう楽しいポーレチケ 

ドイツ民謡 / ユーピーディー 

シャーマン兄弟作曲 /チム・チム・チェリー 

桑名市立益世小学校  

17 

ドイツ曲 / おやすみなさい 

ヴェルナー作曲 / 野ばら 

スピリチュアル / ディープ リバー 

和歌山県 

きのくに子どもの村小学校 
 

18 メッツガ―作曲 / レントラー、シチリアーノ 桑名市立藤が丘小学校  

四重奏 

19 
A. ワーグナー作曲 / 「コンチェルト」より 

プレリュード、アリア、フーガ 
鈴鹿市立旭が丘小学校 金賞 

 

五重奏 

20 
チャイコフスキー作曲、西澤健一 編曲 / 

「くるみ割り人形」より 
鈴鹿市立旭が丘小学校 金賞 

合奏 

17 
金子健治 作曲 / ノスタルジック・エア 

ローゼンヘック作曲 / ヴォンネ 

和歌山県 

きのくに子どもの村小学校 
 

18 
久石譲 作曲、金子健治 編曲 /  

DEPARTURES ～おくりびと～ 
鈴鹿市立旭が丘小学校 

金賞 

三重県 

教育長賞 



★★★ 発表の部 ★★★ 

23 
チャリンジャー作曲 /「テイスティ トライフルズ」より  

スキャット シンガー、ビッグ バンド  
桑名市 コンソート ドルチェ 

24 
高野谷礼奈 編曲 / 夢の人 

レーンブーツ編曲 / タンゴ(エリーゼのために) 
伊勢市 はもろ～にぃ 

25 
伝 J.S.バッハ作曲 / ラバーズコンチェルト 

渡辺岳夫 作曲 /アルプスの少女ハイジより「おしえて」 
いなべ市 かあちゃんズ 

26 
コレッリ作曲、シックハルト編曲 / 

 トリオソナタ ニ短調 
津市、桑名市 マウア 

27 
久石譲 作曲 / あの日の川 

二階堂和美 作曲 / いのちの記憶 
鈴鹿市 アンジュ 

28 久石譲 作曲 / ジブリ メドレー 鈴鹿市立白子中学校 エンフィス 

29 レハール作曲 / ビリアの歌 岐阜県 リコさぁ♪＠大垣北 

30 A.スカルラッティ作曲 / カルテッティーノ 桑名市 カシュカシュ 

31 金子健治 作曲 / ノスタルジック・エア 
和歌山県 

きのくに子どもの村学園 小・中学校  

32 

植松伸夫 作曲、金子健治 編曲 / 

「ファイナルファンタジー」より メインテーマ 

平島勉 作曲 / ジャーマン・ジャズ 

鈴鹿市旭が丘小学校 

リコーダークラブ 

 


