
第 28 回山梨県アンサンブルコンテスト結果 
平成 16 年 12 月 19 日(日) 山梨県民文化ホール大ホール・小ホール 

 

【中学校部門】 
1 甲府北西中学校 打楽器三重奏 銀賞   

2 万沢中学校 打楽器六重奏 金賞   

3 武川中学校 打楽器六重奏 銅賞   

4 甲府南中学校 打楽器六重奏 銀賞   

5 笛南中学校 打楽器六重奏 金賞   

6 都留第二中学校 ユーフォニアム・チューバ四重奏 金賞   

7 鰍沢中学校 金管四重奏 奨励賞   

8 小淵沢中学校 金管六重奏 銅賞   

9 敷島中学校 金管八重奏 金賞 代表 

10 山梨大学教育人間科学部附属中学校 金管八重奏 金賞   

11 上野原中学校 金管八重奏 銀賞   

12 甲府東中学校 金管八重奏 奨励賞   

13 八田中学校 金管八重奏 銀賞   

14 山梨北中学校 金管八重奏 金賞   

15 甲府北中学校 金管八重奏 銅賞   

16 甲府南中学校 金管八重奏 金賞   

17 押原中学校 金管八重奏 銅賞   

18 山梨南中学校 金管八重奏 銀賞   

19 早川中学校 金管打楽器三重奏 奨励賞   

20 竜王北中学校 金管打楽器八重奏 銀賞   

21 須玉中学校 木管打楽器五重奏 銅賞   

22 白根御勅使中学校 木管打楽器五重奏 銀賞   

23 山梨北中学校 木管打楽器七重奏 金賞   

24 白州中学校 木管打楽器八重奏 銀賞   

25 増穂中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞   

26 塩山中学校 サクソフォーン四重奏 銀賞   

27 西原中学校 サクソフォーン五重奏 銅賞   

28 忍野中学校 クラリネット四重奏 銀賞   

29 身延中学校 クラリネット四重奏 銀賞   

30 河口湖南中学校 クラリネット四重奏 銀賞   

31 大月東中学校 クラリネット五重奏 金賞   

32 山梨大学教育人間科学部附属中学校 クラリネット六重奏 金賞   

33 都留第二中学校 クラリネット八重奏 金賞 代表 

34 韮崎東中学校 フルート三重奏 銀賞   

35 西桂中学校 フルート三重奏 銀賞   

36 下吉田中学校 フルート三重奏 銀賞   

37 泉中学校 木管四重奏 銅賞   

38 城南中学校 木管四重奏 銅賞   

39 櫛形中学校 木管五重奏 銀賞   

40 高根中学校 木管六重奏 銅賞   

41 市川中学校 木管六重奏 銅賞   

42 玉穂中学校 木管七重奏 金賞   

43 甲府南西中学校 木管七重奏 銅賞   

44 白根巨摩中学校 木管八重奏 銀賞   

45 双葉中学校 木管八重奏 銅賞   

46 竜王北中学校 木管八重奏 金賞   

47 万沢中学校 木管八重奏 金賞   

48 白根御勅使中学校 混成六重奏 努力賞   



49 巌中学校 混成七重奏 銅賞   

50 明野中学校 混成七重奏 銅賞   

51 長坂中学校 混成七重奏 金賞   

52 六郷中学校 混成八重奏 銅賞   

53 敷島中学校 混成八重奏 金賞 代表 

54 富河中学校 混成八重奏 銀賞   

55 南部中学校 混成八重奏 奨励賞   

56 笛川中学校 混成八重奏 銅賞   

57 甲府西中学校 混成八重奏 銅賞   

58 長坂中学校 混成八重奏 銀賞   

59 富竹中学校 混成八重奏 銅賞   

60 笛南中学校 混成八重奏 金賞   

61 中富中学校 混成八重奏 銀賞   

62 吉田中学校 混成八重奏 銅賞   

 

【高等学校部門】 
1 韮崎高等学校 打楽器三重奏 金賞   

2 山梨高等学校 打楽器六重奏 金賞 代表 

3 甲府西高等学校 打楽器六重奏 銀賞   

4 帝京第三高等学校 トランペット三重奏 奨励賞   

5 甲府城西高等学校 金管三重奏 銅賞   

6 日本大学明誠高等学校 金管五重奏 銅賞   

7 都留高等学校 金管六重奏 銅賞   

8 吉田高等学校 金管七重奏 銅賞   

9 上野原高等学校 金管八重奏 金賞   

10 甲府第一高等学校 金管八重奏 銀賞   

11 甲府南高等学校 金管八重奏 金賞   

12 桂高等学校 金管打楽器八重奏 金賞   

13 市川高等学校 サクソフォーン三重奏 銅賞   

14 甲府東高等学校 サクソフォーン四重奏 銅賞   

15 日川高等学校 サクソフォーン四重奏 金賞 代表 

16 北杜高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞   

17 山梨学院大学附属高等学校 サクソフォーン四重奏 銀賞   

18 山梨高等学校 サクソフォーン五重奏 金賞 代表 

19 白根高等学校 クラリネット四重奏 銀賞   

20 甲府南高等学校 クラリネット四重奏 銅賞   

21 富士河口湖高等学校 クラリネット六重奏 銀賞   

22 北杜高等学校 クラリネット 七重奏 金賞   

23 巨摩高等学校 クラリネット八重奏 金賞   

24 韮崎高等学校 フルート三重奏 銀賞   

25 日川高等学校 フルート四重奏 銀賞   

26 甲府西高等学校 木管四重奏 金賞   

27 都留高等学校 木管八重奏 銀賞   

28 甲府第一高等学校 木管八重奏 銅賞   

29 身延高等学校 木管八重奏 銅賞   

30 富士北稜高等学校 木管八重奏 銅賞   

31 桂高等学校 木管八重奏 銀賞   

32 農林高等学校 混成五重奏 銅賞   

33 甲府工業高等学校 混成八重奏 銀賞   

34 甲府昭和高等学校 混成八重奏 銅賞   

 

 

 



【大学部門】 
1 山梨学院大学吹奏楽団 打楽器五重奏 銀賞   

2 都留文科大学吹奏楽部 金管八重奏 銀賞   

3 山梨大學吹奏樂團 金管八重奏 金賞 代表 

4 山梨大學吹奏樂團 サクソフォーン四重奏 銀賞   

 

【一般部門】 
1 ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ hydge 打楽器三重奏 銀賞   

2 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 山梨 トランペット八重奏 銅賞   

3 イーストホルンアンサンブル ホルン四重奏 銅賞   

4 あんもないと倶楽部 ホルン四重奏 銀賞   

5 山梨トロンボーン倶楽部 トロンボーン四重奏 金賞   

7 ソノリテ甲府吹奏楽団 ユーフォニアム・チューバ五重奏 金賞 代表 

8 甲府市民吹奏楽団 金管六重奏 銅賞   

9 甲府南ｼﾆｱ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｿｻｲｴﾃｨ 金管八重奏 銀賞   

10 コモド ウィンド アンサンブル 金管八重奏 金賞   

11 創価山梨リード吹奏楽団 金管八重奏 銀賞   

12 すいそうがくぶ 金管八重奏 銅賞   

13 甲斐 WEST WIND アンサンブル サクソフォーン四重奏 金賞   

14 富士五湖ｳｨﾝﾄﾞｵ-ｹｽﾄﾗ サクソフォーン四重奏 金賞   

15 創価山梨リード吹奏楽団 クラリネット四重奏 金賞   

17 山梨市民吹奏楽団 クラリネット五重奏 銀賞   

18 敷島吹奏楽団 クラリネット八重奏 銀賞   

19 都留ｱｶﾃﾞﾐｱﾁｪﾝﾊﾞｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ クラリネット八重奏 銀賞   

20 ソノリテ甲府吹奏楽団 クラリネット八重奏 金賞 代表 

21 ユニオン オブ ハーモニー フルート三重奏 金賞 代表 

22 フルートアンサンブル・フルール フルート四重奏 銀賞   

23 Wind Ensemble Cricket 木管三重奏 銅賞   

24 ラテン・ＤＥ・アミーゴ 混成七重奏 銀賞   

25 甲州街道沿道奏和団 混成八重奏 銅賞   

 

 


