
【芯入り割物】の部 　過去６大会分の成績一覧（玉名入り） ★「花火大会が好き」調べ！

★今年！

2014年 第88回大会 2015年 第89回大会 2016年 第90回大会 2017年 第91回大会 2018年 第92回大会 2019年 第93回大会 2022年 第94回大会 　

宮城県  ㈱ 芳賀火工 　 昇曲導　三重芯　変化菊　 昇曲導　三重芯　変化菊　 昇曲導　三重芯　変化菊　 芳賀

　〃  ㈲ 若松煙火製造所 　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　錦先青銀乱　 昇曲導付　三重芯　錦青銀乱　 昇曲導付　三重芯　引紫銀乱 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊若松

秋田県  大久保煙火製造所 　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　変化菊 大久保

　〃  ㈱ 北日本花火興業 　 昇り銀竜　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇り曲導付　三重芯　変化菊　 昇り曲導付　三重芯　変化菊 昇曲導付　三重芯　変化菊 昇曲付　三重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊北日本

　〃  ㈱ 小松煙火工業 優勝！！ 昇天銀竜　五重芯　変化菊優勝！！ 昇天銀竜　五重芯　変化菊　 昇銀竜　五重芯　変化菊準優勝！ 昇銀竜　五重芯　変化菊　 昇天銀竜　五重芯　変化菊優秀賞 昇曲導　五重芯　変化菊 昇銀竜　五重芯　変化菊 小松

　〃  響屋大曲煙火 ㈱ 　 昇曲付　四重芯　変化菊優秀賞 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲付　五重変芯　変化菊　 昇曲付　五重変芯　変化菊 昇曲付　五重芯　変化菊入賞 昇曲付　四重芯　菊先紅銀乱 昇曲付　五重芯　変化菊 響屋

　〃  ㈱ 和火屋 　 昇曲付　三重芯　変化菊　 昇曲付　三重芯　変化菊　 昇曲付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　菊先ノ緑紫点滅 昇曲導付　四重芯　変化菊和火屋

福島県  ㈲ 菅野煙火店 　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇銀竜　四重芯　変化菊　 昇り銀竜　四重芯　変化菊　 昇り銀竜　三重芯　変化菊　 昇曲導　三重芯　変化菊 昇銀竜　三重芯　変化菊 昇り銀竜　四重芯　変化菊菅野

茨木県  筑北火工堀米煙火店 　 昇曲導付　三重芯　錦紅光露　 昇り曲導付　三重芯　錦先紅光露　 曲導付　三重芯　錦紅光露　 昇曲導付　三重芯　錦先紅光露入賞 曲導付　三重芯　錦紅光露 昇曲導付　三重芯　錦紅光露 昇曲付　三重芯　錦先紅光露堀米

　〃  野村花火工業 ㈱ 準優勝！ 昇曲導付　五重芯　変化菊入賞 昇曲導付　五重芯　変化菊　 昇曲導付　五重芯　引先紅光露優勝！！ 昇曲付　五重芯　変化菊　 昇曲付　五重芯　変化菊優勝！！ 昇曲付　五重芯　変化菊 昇曲導付　五重芯　変化菊野村

　〃  ㈱ 山﨑煙火製造所 優秀賞 昇曲付　五重芯　銀点滅　 昇曲付　五重芯　変化菊優秀賞 昇曲付　五重芯　銀点滅　 昇曲付　五重芯　銀点滅入賞 昇曲付　五重芯　変化菊 昇曲付　四重芯　菊先青紅輝光 昇曲付　四重芯　銀点滅 山﨑

群馬県  ㈲ 菊屋小幡花火店 　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　色雪花　 昇曲導付　四重芯　変化菊入賞 昇曲導付　五重芯　変化菊優勝！！ 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　五重芯　変化菊 昇曲導付　五重芯　変化菊小幡

東京都  ㈱ ホソヤエンタープライズ 　 昇り小花付　三重芯　変色大ダリア　 昇り小花付　三重芯　五色変色大ダリヤ　 昇曲付　三重芯　天竺牡丹　 昇曲付　三重芯　彩ＳＥＮＳＡＩの華 昇曲付　三重芯　ＨＥＩＳＥＩの華 昇曲付　三重芯　ＲＥＩＷＡの華 昇曲付き　三重芯　HEIWAの華ホソヤ

　〃  ㈱ 丸玉屋小勝煙火店 　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導　四重芯　変化菊　 昇り曲導付　四重芯　変化菊優秀賞 昇り曲導付　四重芯　変化菊優秀賞 昇り曲導付　四重芯　変化菊 昇り曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊小勝

新潟県  阿部煙火工業 ㈱ 　 昇曲導　三重芯　変化菊　 昇曲導　四重芯　変化菊 昇曲導　四重芯　変化菊 昇曲導　四重芯　変化菊 阿部

　〃  ㈲ 片貝煙火工業 　 昇り曲導付　三重芯　変化菊 昇り曲導付　三重芯　漣 昇り曲導付　三重芯　変化菊 昇り曲導付　四重芯　漣 片貝

　〃  新潟煙火工業 ㈱ 入賞 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊新潟

山梨県  ㈱ 齊木煙火本店 　 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝　 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝　 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝　 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝 昇曲導付　四重芯　引先紅光輝 昇曲導付　三重芯　変化菊齊木

　〃  ㈱ マルゴー 　 昇り曲付　三重芯　往復変化牡丹優秀賞 昇り曲付　三重芯　変化菊入賞 昇り曲付　三重芯　変化菊　 昇り曲付　三重芯　変化菊　 昇り曲付　三重芯　変化菊準優勝！ 昇り曲付　四重芯　変化菊 昇曲付　三重芯　変化菊マルゴー

　〃  ㈱ 山内煙火店 優秀賞 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　菊先光露　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　三重芯　菊先光露優秀賞 昇曲導付　三重芯　菊先光露 昇曲導付　三重芯　菊先光露 昇曲導付　三重芯　菊先オレンジ光露山内

長野県  ㈲ 伊那火工堀内煙火店 　 昇り分包付　四重芯　菊先紅緑銀乱　 昇り分砲付　四重芯　菊先紅緑銀乱準優勝！ 昇り分砲付　四重芯　菊先紅緑白閃光優秀賞 昇り分砲付　四重芯　菊先緑紅銀乱 昇り分砲付　四重芯　菊先緑紅銀乱優秀賞 昇り分砲付　四重芯　菊先紅緑銀乱 昇り点滅付　四重芯　菊先紅緑銀乱堀内

　〃  ㈲ 篠原煙火店 　 昇曲導付　四重芯　菊花の誉　 昇曲導付　五重芯　菊花の極入賞 昇曲導付　四重芯　菊花の誉入賞 昇曲導付　四重芯　菊花の誉 昇曲導付　四重芯　菊花の誉入賞 昇曲導付　五重芯　菊花の極 昇曲導付　五重芯　菊花の極篠原

　〃  信州煙火工業 ㈱ 　 昇曲導付　四重芯　引先青光露　 昇曲導付　三重芯　引先紫緑点滅入賞 昇曲導付　四重芯　引先黄閃光　 昇曲導付　四重芯　引先橙閃光入賞 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊信州

　〃  ㈲ 太陽堂田村煙火店 入賞 昇り雄花　四重芯　変化菊　 昇り雄花　四重芯　変化菊優勝！！ 昇り雄花　四重芯　変化菊　 昇り雄花　四重芯　変化菊　 昇り雄花　四重芯　変化菊 昇り雄花　四重芯　変化菊 昇り雄花　四重芯　変化菊田村

　〃  ㈱ 紅屋青木煙火店 入賞 昇り曲付　四重芯　変化菊準優勝！ 昇り曲付　四重芯　変化菊　 昇り曲付　四重芯　変化菊　 昇曲付　四重芯　変化菊準優勝！ 昇り曲付　四重芯　変化菊入賞 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇り曲付　四重芯　変化菊青木

静岡県  ㈱ イケブン 　 昇曲付　四重芯　変化菊入賞 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲付　五重芯　変化菊　 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊イケブン

　〃  三遠煙火 ㈱ 　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　菊先紅光露　 昇曲導付　四重芯　菊先紅光露　 昇曲導付　四重芯　菊先紅光露 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇り曲付　四重芯　変化菊三遠

　〃  田畑煙火 ㈱ 　 昇曲導付　三重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊優秀賞 昇曲導付　四重芯　菊先青紅光露　 昇曲導付　四重芯　菊先青紅光露 　 昇曲導付　四重芯　菊先青紅変化光露田畑

愛知県  ㈱ 磯谷煙火店 　 昇曲付　三重芯　変化菊入賞 昇曲付　三重芯　変化菊　 昇曲付　三重芯　変化菊入賞 昇曲付　三重芯　変化菊 昇曲付　三重芯　変化菊　 昇曲付　四重芯　変化菊　 昇曲付　四重芯　変化菊 磯谷

福岡県  高田花火工業 　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊　 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇曲導付　四重芯　変化菊 昇り紅フラッシュ電光付　四重芯　変化菊高田

　

並びは　県番号順→アイウエオ順 見やすくなれば と思い、五重芯を赤文字、四重芯を青文字にしました

補足

　2017年1月1日　「大曲花火化学工業」と「響屋」が合流し、【響屋大曲煙火㈱】に。　　2016年以前の成績は前者のもの

【芯入り割物】　２０１４～２０２２


