
横浜アンサンブルコンテスト　中学校予選　２日目　平成２２年１０月３１日（日）磯子公会堂順 賞 学校名 編成 人数 順 賞 学校名 編成 人数1 優秀･代表 岡津 打楽器 7 33 優秀･代表 山手学院 木管 82 優良 潮田 打楽器 6 34 優秀 六ツ川 木管 83 優良 南希望が丘 打楽器 5 35 優良 名瀬 木管 74 優秀･代表 中山 打楽器 5 36 優良 深谷 木管 65 優良 領家 打楽器 4 37 優秀 浦島丘 木管 66 優良 宮田 打楽器 4 38 優良 神奈川学園 木管 57 優秀･代表 末吉 打楽器 4 39 優良 谷本 木管 58 優良 上飯田 打楽器 3 40 優秀･代表 本郷 木管 49 優良 瀬谷 打楽器 3 41 優秀･代表 末吉 木管 310 優良 十日市場 Sax 6 42 優秀･代表 希望ヶ丘 木管 311 優良 大綱 Sax 5 43 優秀 新田 ホルン 412 優良 中山 Sax 4 44 優秀 若葉台 ユーフォテュー 413 優秀 富士見丘 Sax 4 45 優良 富岡東 金管打楽器 814 優良 笹下 Sax 3 46 優秀 戸塚 金管打楽器 815 優良 霧が丘 Sax 3 47 優秀･代表 万騎が原 金管打楽器 816 優良 岡津 Cl弦 8 48 優秀 上の宮 金管 817 優良 日限山 Cl 5 49 優秀･代表 田奈 金管 818 優秀 野庭 Cl 4 50 優秀 丸山台 金管 819 優良 上の宮 Cl 4 51 優良 桐蔭 金管 820 優秀･代表 寺尾 Cl 4 52 優良 市ヶ尾 金管 821 優良 桐蔭 Cl 4 53 優秀･代表 本郷 金管 822 優良 十日市場 Cl 4 54 優秀･代表 平戸 金管 723 優秀 中川 Cl 4 55 優秀 野庭 金管 624 優秀･代表 若葉台 Cl 3 56 優良 共進 金管 625 優秀 市ヶ尾 Fl 4 57 優良 新井 金管 626 優良 上の宮 Fl 4 58 優秀 山手学院 金管 527 優良 瀬谷 Fl 3 59 優良 森 金管 328 優良 平楽 木管打楽器 7 60 優良 富岡 管打楽器A 829 優秀 丸山台 木管弦 8 61 優良 富岡東 管打楽器 830 優秀･代表 平戸 木管弦 8 62 優良 青葉台 管打楽器 831 優秀･代表 芹が谷 木管弦 8 63 優良 都田 管打楽器 732 失格 鴨居 木管弦 7 64 優秀･代表 寺尾 管楽 865 優良 日野南 管楽 4




