
順 部門 学校・チーム名 曲名 順 部門 学校・チーム名 曲名

1 二重奏 羽地小 ブレー・ガボット・カンタービレ 37 〃 仲西中 七つの笛の踊り

2 三重奏 宮城小 人形芝居 38 〃 港川中 うぐいす

3 〃 粟国小 トリオⅡ 39 〃 古堅中 二つの小品

4 四重奏 仲西小 二つの小品 40 〃 港川中 三つの幻想

5 〃 津嘉山小 ずいずいずっころばし 41 五重奏 古堅中 スペイン組曲

6 〃 仲西小 エマ（石橋） 42 〃 玉城中 バラード・ブルース・リフス

7 〃 与那原小 うぐいす 43 〃 古堅中 ラテンアメリカ組曲

8 〃 仲西小 モック・バロック（當山） 44 〃 港川中 組曲NO1

9 〃 宮城小 ずいずいずっころばし 45 〃 南星中 五声のための組曲より

10 〃 小禄南小 モザイク 46 合奏 石川中 ７つのタブロー

11 〃 仲西小 モック・バロック（知花） 47 〃 石川中 ４つのタブロー

12 〃 津嘉山小 Fluturas 48 〃 具志頭中 エマ

13 〃 宮城小 モザイク 49 〃 仲西中 Lievenauer　Tanze

14 〃 仲西小 エマ（仲西） 50 〃 玉城中 Irish  Air  and  Dance

15 〃 宮城小 うぐいす 51 〃 古堅中 エマ

16 〃 仲西小 モック・バロック（穂積） 52 〃 港川中 トッカータとフーガ  ニ短調

17 合奏 牧港小 レイズ　ユア　ハッツ

18 〃 西崎小 カプリオール組曲 53 二重奏 南風原高 デュエットⅠ

19 〃 糸満小 ハンガリー舞踏組曲 54 四重奏 南風原高 モザイク

20 〃 佐敷小 ルーマニア民俗舞曲 55 〃 本部高 セレナーデ

21 〃 与那原小 エマ 56 〃 dolls Fluturas

22 〃 小禄南小 三つの幻想 57 〃 那覇国際高 モザイク

23 〃 宮城小 ルーマニア民俗舞曲 58 五重奏 前原高 Rondelli

24 〃 仲西小 三つの幻想 59 合奏 浦添商業高 三つの幻想

25 〃 津嘉山小 リコーダーのための組曲 60 〃 南風原高 Irish  Air  and  Dance

61 〃 首里高 バラード・ブルース・リフス

26 独奏 具志頭中 ファンタジア

27 二重奏 大宜味中 デュエットⅠ 62 独奏 琉球大 オーボエ協奏曲

28 三重奏 粟国中 トリオⅡ 63 四重奏 名桜 エマ

29 四重奏 古堅中 空想の花束 64 合奏 琉球大 エマ

30 〃 港川中 カクテルズ

31 〃 仲西中 リコーダーのための組曲 65 独奏 Beney メヌエット

32 〃 港川中 クワルテッティーノ 66 二重奏 崎本部OG イパネマの娘

33 〃 古堅中 バラの香り 67 三重奏 Ripple トリオ

34 〃 港川中 七つの笛の踊り 68 六重奏 Beney ３つのダンス

35 〃 南星中 エマ 69 合奏 Beney 二つの小品

36 〃 港川中 イントラーダ・ソング・ダンス

【一般の部】

第３６回沖縄県リコーダーコンテスト出演順
　　　　　　期日：平成２９年２月４日（土）

　　　　　　場所：名護市民会館　大ホール

【小学校の部】

【中学校の部】

【高校の部】

【中学校の部】

【大学の部】


