
出演順 氏　　名 学校名 楽器 出演順 氏　　名 学校名 楽器
1 鬼塚　理子 長崎工業 マリンバ 1 吉田　藍 青雲 ヴァイオリン
2 保家　廉太郎 長崎南山 スネアドラム 2 藤丸　哲司 長崎西 ヴァイオリン
3 今田　涼加 長崎南 マリンバ 3 森　未来 長崎東 コントラバス
4 坂本　梨里 長崎商業 マルチパーカッション 4 江島　悠斗 長崎日大 ヴァイオリン
5 岡垣　花 活水 マリンバ
6 森田　千紘 佐世保東翔 マリンバ
7 山添　蒼月 長崎商業 マリンバ
8 川﨑　龍次 海星 スネアドラム
9 田中　史美香 佐世保東翔 マリンバ

出演順 氏　　名 学校名 楽器 出演順 氏　　名 学校名 楽器
1 亀澤　由衣 活水 ホルン 1 小野　千夏 活水 バスクラリネット

2 三苫　清楓 活水 ホルン 2 八谷　史織 活水 アルトサクソフォン

3 久米　優衣 活水 ホルン 3 安村　さくら 佐世保西 クラリネット
4 大水　悠未 波佐見 ユーフォニアム 4 富谷　康徳 壱岐 アルトサクソフォン

5 渡辺　慎太朗 諫早農業 トロンボーン 5 篠原　凛 長崎西 フルート
6 岡田　華映 長崎南 ユーフォニアム 6 岩崎　冴真 長崎南山 アルトサクソフォン

7 寺下　日和 長崎南 トロンボーン 7 蒲原　遥 小浜 バスクラリネット

8 本間　千尋 長崎東 トロンボーン 8 築山　由菜 佐世保北 クラリネット
9 宇根田遥花 活水 トランペット 9 下釜　奏実 長崎商業 フルート

10 大山　汀紗 活水 テューバ 10 向川　友菜 活水 アルトサクソフォン

11 上野　朱理 佐世保東翔 トランペット 11 松本　来楽 対馬 アルトサクソフォン

12 板井　凛々花 活水 トロンボーン 12 田川　冬馬 海星 テナーサクソフォン

13 髙森　想 純心女子 ユーフォニアム 13 前田　明歌音 鎮西学院 フルート
14 坂本　宗隆 長崎南山 テューバ 14 山口　真奈佳 長崎商業 バリトンサクソフォン

15 陣林　明日香 青雲 ホルン 15 松田　菜月 佐世保東翔 クラリネット
16 後田　みさき 長崎南 トロンボーン 16 佐藤　日奈 大村 クラリネット
17 貞松　春香 大村 トランペット 17 山道　怜奈 佐世保東翔 アルトサクソフォン

18 鈴木　愛菜 純心女子 トランペット 18 橋爪　謙介 長崎北陽台 クラリネット
19 桑村　星羅 長崎南 トランペット 19 根本　もも花 長崎商業 クラリネット
20 内山　ひより 清峰 トロンボーン 20 内山　知美 佐世保南 アルトサクソフォン

21 土井　慶史 長崎北陽台 ホルン 21 田中　友万 長崎東 クラリネット
22 出口　優芽 大村 テューバ 22 笹田　健斗 長崎北陽台 クラリネット
23 野中　敬恵 佐世保東翔 ホルン 23 中野　楓佳 長崎東 アルトサクソフォン

24 馬場   結花 長崎明誠 ホルン 24 松尾　綺羅利 西陵 アルトサクソフォン

25 福田　菜摘 佐世保東翔 テューバ 25 安藤　百花 鳴滝通信 フルート
26 大山　稚葉 長崎東 トランペット 26 山本　桜子 長崎日大 クラリネット

27 八代　颯 長崎南 フルート
28 境目　恵理 五島 クラリネット
29 石原　鈴奈 長崎商業 フルート
30 新貝　楓 鎮西学院 オーボエ
31 中原　葉 佐世保北 テナーサクソフォン

32 林田　鈴一郎 長崎商業 クラリネット
33 橋口美月 長崎明誠 フルート

打楽器(8/12) 弦楽器(8/7)

金管(8/12) 木管(8/7)

※打楽器は日付・会場・開始時間が変更になっています ※弦楽器は開始時間が変更になっています

※金管は日付・会場・開始時間が変更になっています ※木管は会場・開始時間が変更になっています


