
平成24年度 第５回県北地区アンサンブルコンテスト審査結果一覧

平成24年12月 9日(日) 黒磯文化会館

〔小学校部門〕 代表 ４

№ 学校名 編成 賞

1 高根沢町立 阿久津小 Per.5 金賞

2 高根沢町立 西小学校 管楽.8 銀賞

3 日光市立 大室小学校 管楽.5 銀賞

4 日光市立 今市第三小学校 金管.8 金賞・代表

5 高根沢町立 阿久津小学校 金管.8 銀賞

6 日光市立 大沢小学校 金管.8 銅賞

7 高根沢町立 西小学校 金管.8 金賞・代表

8 さくら市立 氏家小学校 金管.7 銀賞

9 矢板市立 東小学校 ピザ 金管.6 銀賞

10 日光市立 今市第三小学校 金管.6 銀賞

11 高根沢町立 阿久津小学校 金管.6 金賞・代表

12 日光市立 大沢小学校 金管.6 金賞

13 矢板市立 東小学校 ｸﾘｽﾏｽ 金管.6 銅賞

14 高根沢町立 西小学校 金管.5 銀賞

15 さくら市立 氏家小学校 Trb.3 銅賞

16 さくら市立 氏家小学校 木管.8 銅賞

17 日光市立 大室小学校 木管.7 金賞・代表

18 日光市立 大室小学校 木管.4 銅賞

19 矢板市立 東小学校 Sax.4 銀賞

〔中学校部門〕 代表 ９

№ 学校名 編成 賞

1 鹿沼市立 北犬飼中学校 Per.8 銀賞

2 大田原市立 大田原中学校 Per.7 銀賞

3 鹿沼市立 粟野中学校 Per.3 銅賞

4 鹿沼市立 北中学校 Per.3 銀賞

5 日光市立 東原中学校 管楽.8 銀賞

6 さくら市立 喜連川中学校 管楽.8 金賞

7 鹿沼市立 粟野中学校 管楽.8 銅賞

8 日光市立 日光中学校 管楽.6 銅賞

9 鹿沼市立 東中学校 金管.8 金賞

10 さくら市立 氏家中学校 金管.8 銀賞

11 高根沢町立 阿久津中学校 金管.8 金賞・代表

12 那須塩原市立 三島中学校 金管.8 銀賞

13 那須塩原市立 黒磯中学校 金管.8 銅賞

14 鹿沼市立 大沢中学校 金管.8 銅賞

15 鹿沼市立 北犬飼中学校 金管.7 銅賞

16 日光市立 東中学校 金管.7 銀賞

17 日光市立 東原中学校 金管.6 金賞・代表

18 矢板市立 矢板中学校 金管.6 金賞・代表

19 大田原市立 大田原中学校 金管.5 銅賞

20 鹿沼市立 北中学校 金管.5 銅賞

21 矢板市立 矢板中学校 金管.5 銀賞

22 幸福の科学学園中学校 Trb.3 銀賞

23 さくら市立 氏家中学校 木管.8 銀賞



24 那須塩原市立 三島中学校 木管.8 銀賞

25 矢板市立 矢板中学校 木管.8 銀賞

26 鹿沼市立 北犬飼中学校 木管.7 銅賞

27 日光市立 東中学校 木管.7 銀賞

28 大田原市立 大田原中学校 木管.6 銀賞

29 日光市立 大沢中学校 木管.5 銅賞

30 鹿沼市立 東中学校 木管.5 金賞・代表

31 那須烏山市立 烏山中学校 木管.5 銅賞

32 那須塩原市立 三島中学校 木管.5 銅賞

33 日光市立 日光中学校 木管.5 銀賞

34 那須町立 那須中学校 木管.5 銅賞

35 日光市立 大沢中学校 木管.4 銅賞

36 鹿沼市立 東中学校 木管.3 金賞・代表

37 那須塩原市立 黒磯中学校 Sax.4 銅賞

38 那須烏山市立 烏山中学校 Sax.4 銅賞

39 那須塩原市立 西那須野中学校 Sax.4 金賞・代表

40 那須塩原市立 黒磯中学校 Cl.6 銀賞

41 高根沢町立 阿久津中学校 Cl.5 金賞・代表

42 さくら市立 氏家中学校 Cl.4 金賞・代表

43 那須烏山市立 烏山中学校 Cl.3 銅賞

44 日光市立 東原中学校 Fl.4 銀賞

45 高根沢町立 阿久津中学校 Fl.4 金賞・代表

46 那須塩原市立 西那須野中学校 Fl.3 金賞

〔高等学校部門〕 代表 ４

№ 学校名 編成 賞

1 矢板中央高等学校 Per.7 金賞

2 県立 鹿沼東高等学校 Per.4 金賞

3 県立 大田原女子高等学校 Per.4 金賞・代表

4 県立 今市高等学校 ﾏﾘﾝﾊﾞ.3 金賞・代表

5 県立 黒磯南高等学校 管楽.8 銅賞

6 矢板中央高等学校 金管.8 銅賞

7 県立 今市高等学校 金管.8 金賞・代表

8 県立 鹿沼東高等学校 金管.7 銀賞

9 県立 黒磯高等学校 金管.6 銀賞

10 県立 黒羽高等学校 金管.5 銅賞

11 県立 鹿沼南高等学校 金管.4 銀賞

12 矢板中央高等学校 木管.8 銅賞

13 県立 今市高等学校 木管.8 銀賞

14 県立 黒磯高等学校 木管.5 銅賞

15 県立 矢板東高等学校 Sax.4 銀賞

16 県立 矢板東高等学校 Cl.8 金賞

17 県立 大田原女子高等学校 Cl.4 銀賞

18 県立 鹿沼東高等学校 Cl.3 銀賞

19 県立 矢板東高等学校 Fl.4 金賞

20 県立 大田原女子高等学校 Fl.3 金賞・代表


