
第41回アンサンブルコンテスト宮城県大会 平成20年1月19日(土） 多賀城市民会館

賞 代表 出演順 部門 代表地区 団体名 演奏形態 時間

銀 1 中学校 仙台泉 仙台市立住吉台中学校 フルート三重奏 9:45
金 2 中学校 塩釜 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 フルート三重奏 9:50
銅 3 中学校 石巻 石巻市立湊中学校 フルート三重奏 9:56
銀 4 中学校 仙台宮城野 仙台市立田子中学校 フルート三重奏 10:01
銅 5 中学校 塩釜 富谷町立東向陽台中学校 クラリネット三重奏 10:07
銅 6 中学校 塩釜 富谷町立成田中学校 クラリネット四重奏 10:12
銅 7 中学校 仙台青葉 仙台市立五橋中学校 クラリネット四重奏 10:18
銅 8 中学校 仙南 村田町立村田第一中学校 クラリネット四重奏 10:23
銀 9 中学校 仙台宮城野 仙台市立田子中学校 クラリネット四重奏 10:29
銀 10 中学校 名取 名取市立第一中学校 クラリネット五重奏 10:34
金 ◎ 11 中学校 仙台泉 仙台市立向陽台中学校 クラリネット六重奏 10:40
金 12 中学校 仙台青葉 仙台市立北仙台中学校 クラリネット六重奏 10:45
金 13 中学校 石巻 石巻市立湊中学校 クラリネット八重奏 10:51
銀 14 中学校 仙台青葉 仙台市立五橋中学校 サクソフォン四重奏 11:11
銀 15 中学校 仙台若林 仙台市立沖野中学校 サクソフォン四重奏 11:17
銀 16 中学校 仙台青葉 仙台市立北仙台中学校 サクソフォン四重奏 11:22
金 ◎ 17 中学校 仙台泉 仙台市立向陽台中学校 サクソフォン四重奏 11:28
金 18 中学校 仙台青葉 仙台市立中山中学校 サクソフォン四重奏 11:33
銅 19 中学校 塩釜 塩竈市立第一中学校 サクソフォン四重奏 11:39
銀 20 中学校 仙台青葉 仙台市立北仙台中学校 木管三重奏 11:44
銅 21 中学校 古川 宮城県古川黎明中学校 木管五重奏 11:50
銅 22 中学校 古川 美里町立小牛田中学校 木管六重奏 11:55
銀 23 中学校 仙南 柴田町立槻木中学校 木管八重奏 12:01
金 24 中学校 塩釜 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 木管八重奏 12:06
銅 25 中学校 石巻 石巻市立万石浦中学校 木管八重奏 12:12
銅 26 中学校 本吉 南三陸町立志津川中学校 金管五重奏 13:05
銅 27 中学校 古川 涌谷町立涌谷中学校 金管五重奏 13:11
銅 28 中学校 古川 大崎市立古川東中学校 金管六重奏 13:16
銅 29 中学校 古川 大崎市立古川中学校 金管六重奏 13:22
銅 30 中学校 名取 岩沼市立岩沼西中学校 金管七重奏 13:27
銅 31 中学校 塩釜 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 金管八重奏 13:33
銀 32 中学校 仙台太白 仙台市立中田中学校 金管八重奏 13:38
銀 33 中学校 仙台若林 仙台市立沖野中学校 金管八重奏 13:44
銅 34 中学校 登米 登米市立佐沼中学校 金管八重奏 13:49
銀 35 中学校 古川 加美町立中新田中学校 金管八重奏 13:55
銅 36 中学校 塩釜 七ヶ浜町立向洋中学校 金管八重奏 14:00
金 37 中学校 仙台泉 仙台市立向陽台中学校 金管八重奏 14:21
金 ◎ 38 中学校 仙台太白 仙台市立山田中学校 金管八重奏 14:26
金 39 中学校 名取 岩沼市立岩沼中学校 金管八重奏 14:32
金 40 中学校 栗原 栗原市立一迫中学校 金管八重奏 14:37
金 41 中学校 仙台宮城野 仙台市立宮城野中学校 金管八重奏 14:43
銅 42 中学校 登米 登米市立中田中学校 金管八重奏 14:48
金 43 中学校 名取 岩沼市立岩沼北中学校 金管八重奏 14:54
銀 44 中学校 古川 涌谷町立涌谷中学校 管打楽器六重奏 14:59
銀 45 中学校 仙南 村田町立村田第一中学校 管打楽器八重奏 15:05
金 46 中学校 仙台若林 仙台市立蒲町中学校 管打楽器八重奏 15:10
金 ◎ 47 中学校 仙南 柴田町立槻木中学校 管打楽器八重奏 15:16
銀 48 中学校 古川 加美町立中新田中学校 管打楽器八重奏 15:21
銀 49 中学校 石巻 石巻市立河南西中学校 打楽器三重奏 15:42
銀 50 中学校 塩釜 塩竈市立第一中学校 打楽器三重奏 15:47
銀 51 中学校 本吉 気仙沼市立面瀬中学校 打楽器三重奏 15:53
銅 52 中学校 本吉 気仙沼市立階上中学校 打楽器三重奏 16:00
金 53 中学校 名取 名取市立第一中学校 打楽器四重奏 16:08
金 54 中学校 仙台太白 仙台市立中田中学校 打楽器五重奏 16:15
銀 55 中学校 石巻 石巻市立湊中学校 打楽器五重奏 16:23



銀 56 中学校 仙台宮城野 仙台市立西山中学校 打楽器五重奏 16:30
銀 57 中学校 仙台泉 仙台市立寺岡中学校 打楽器五重奏 16:38
金 58 中学校 仙台宮城野 仙台市立宮城野中学校 打楽器六重奏 16:45
銀 59 中学校 仙台泉 仙台市立八乙女中学校 打楽器六重奏 16:53

金 60 中学校 石巻 石巻市立万石浦中学校 打楽器六重奏 17:00

表彰式 １７：３０頃予定


