
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県アンサンブルコンテストアンサンブルコンテストアンサンブルコンテストアンサンブルコンテスト　　　　中学校中学校中学校中学校のののの部部部部茅ヶ崎市民文化会館演奏 支部 学校名 楽器楽器楽器楽器 編成 賞賞賞賞1 横浜 横浜市立原中学校 打楽器 七重奏 金賞2 県央 大和市立大和中学校 打楽器 六重奏 銅賞3 相模原 相模原市立共和中学校 打楽器 四重奏 銅賞4 川崎 川崎市立今井中学校 打楽器 四重奏 銅賞5 県南 三浦市立南下浦中学校 打楽器 四重奏 金賞6 相模原 東海大学付属相模高等学校中等部 打楽器 四重奏 銀賞7 湘南 藤沢市立高倉中学校 打楽器 三重奏 金賞8 横浜 横浜市立希望が丘中学校 打楽器 三重奏 銅賞9 西湘 南足柄市立岡本中学校 打楽器 三重奏 銀賞10 湘南 藤沢市立秋葉台中学校 打楽器 三重奏 銀賞11 横浜 横浜市立万騎が原中学校 金管打楽器 八重奏 銀賞12 横浜 横浜市立田奈中学校 金管 八重奏 金賞13 相模原 相模原市立相陽中学校 金管 八重奏 銀賞14 横浜 横浜市立本郷中学校 金管 八重奏 金賞-代表15 横浜 横浜市立金沢中学校 金管 八重奏 銅賞16 県央 厚木市立厚木中学校 金管 八重奏 銀賞17 横浜 横浜市立仲尾台中学校 金管 八重奏 銅賞18 横浜 横浜市立平戸中学校 金管 七重奏 銅賞19 湘南 藤沢市立高倉中学校 金管 五重奏 銅賞20 横浜 横浜市立万騎が原中学校 管打楽器 八重奏 金賞-代表21 県央 海老名市立有馬中学校 管･打楽器 八重奏 銀賞22 横浜 横浜市立旭中学校 管楽 八重奏 銀賞23 横浜 横浜市立本郷中学校 木管弦打楽器 八重奏 金賞-代表24 横浜 横浜市立万騎が原中学校 木管打楽器 八重奏 金賞25 横浜 横浜市立平戸中学校 木管弦ﾊﾞｽ 八重奏 銀賞26 川崎 川崎市立有馬中学校 木管 八重奏 銀賞27 県南 三浦市立南下浦中学校 木管 八重奏 銀賞28 横浜 横浜市立田奈中学校 木管 八重奏 銅賞29 相模原 相模原市立相陽中学校 木管 八重奏 銀賞30 県央 厚木市立睦合中学校 木管 八重奏 金賞31 県南 横須賀市立坂本中学校 木管 八重奏 銅賞32 西湘 伊勢原市立中沢中学校 木管 六重奏 金賞33 湘南 藤沢市立六会中学校 木管 五重奏 銅賞34 川崎 川崎市立稲田中学校 木管 五重奏 銅賞35 横浜 横浜市立本郷中学校 木管 四重奏 銀賞36 湘南 藤沢市立秋葉台中学校 木管 四重奏 銅賞37 横浜 横浜市立末吉中学校 木管 三重奏 銅賞38 横浜 横浜市立田奈中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ弦楽 八重奏 金賞-代表39 相模原 相模原市立上溝中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 六重奏 銅賞40 川崎 川崎市立長沢中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 五重奏 銀賞41 西湘 平塚市立金旭中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 金賞-代表42 県央 厚木市立小鮎中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 銅賞43 川崎 川崎市立宮前平中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 銅賞44 湘南 藤沢市立高倉中学校 ｻｸｿﾌｫｰﾝ 四重奏 銀賞45 県南 三浦市立初声中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 金賞46 西湘 小田原市立白山中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 銀賞47 川崎 川崎市立南生田中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 金賞48 県央 座間市立栗原中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 四重奏 銀賞49 西湘 松田町立松田中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 三重奏 銅賞50 相模原 相模原市立大野北中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ弦ﾊﾞｽ 八重奏 銅賞51 県央 厚木市立厚木中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 八重奏 金賞52 西湘 伊勢原市立成瀬中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 六重奏 銀賞53 横浜 横浜市立上永谷中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 五重奏 銀賞54 県南 三浦市立南下浦中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 四重奏 金賞-代表55 横浜 横浜市立奈良中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 四重奏 金賞-代表56 湘南 藤沢市立村岡中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 四重奏 銀賞57 川崎 川崎市立枡形中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 三重奏 銀賞58 川崎 川崎市立柿生中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 三重奏 銀賞59 横浜 横浜市立大正中学校 ﾌﾙｰﾄ 四重奏 銀賞60 県南 横須賀市立浦賀中学校 ﾌﾙｰﾄ 四重奏 金賞61 県央 厚木市立厚木中学校 ﾌﾙｰﾄ 四重奏 金賞-代表
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