
全日本アンサンブルコンテスト第53回宮城県大会予選　仙台泉地区大会　タイムテーブル
令和元年12月8日(日)　仙台銀行ホールイズミティ21・小ホール

全体順 部門出演順 団体名 編成 演奏開始時刻

1 中1 仙台市立八乙女中学校 木管三重奏 9:45 【演奏開始時刻について】

2 中2 仙台市立将監中学校 管打楽器八重奏 9:51 演奏開始時刻は目安です。時刻通りの運営を心がけておりますが，

3 中3 仙台市立松陵中学校 打楽器三重奏 9:57 時刻は前後することがございますので，余裕をもってお越しください。

4 中4 仙台市立将監中学校 木管八重奏 10:03

5 中5 仙台市立向陽台中学校 金管八重奏 10:08 【ご来場の皆様へ】

6 中6 仙台市立松陵中学校 木管六重奏 10:14 当大会はコンテストです。

7 中7 仙台市立七北田中学校 打楽器三重奏 10:20 演奏や審査の妨げとなる恐れのある次の行為を禁止しております。

8 中8 仙台市立高森中学校 金管八重奏 10:26 １　当連盟の指定業者以外の，ホール内での録音・録画・写真撮影。

9 中9 仙台市立南光台中学校 管打楽器八重奏(L) 10:32 　　（著作権や肖像権の保護のため）

10 中10 仙台市立向陽台中学校 フルート五重奏 10:38 ２　携帯電話やスマートフォン，ゲーム機等の使用。

11 中11 仙台市立将監中学校 金管八重奏 10:43 　　（電源は必ず切り，曲間の使用もご遠慮ください）

12 中12 仙台市立館中学校 管打楽器八重奏 10:49 ３　ホール内での飲食・喫煙。

４　未就学児の入場。（親子室をご利用ください）

13 中13 仙台市立高森中学校 打楽器三重奏 11:10 ５　演奏開始直前のホールへの出入りや演奏中のホール内での移動。

14 中14 仙台市立高森中学校 木管八重奏 11:16 その他，会場内では役員・補助員の指示に従っていただくとともに，

15 中15 仙台市立鶴が丘中学校 クラリネット三重奏 11:21 コンテストの進行を妨げる行為は絶対におやめ下さい。

16 中16 仙台市立根白石中学校 管打楽器六重奏 11:27 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

17 中17 仙台市立寺岡中学校 木管三重奏 11:32

18 中18 仙台市立長命ケ丘中学校 木管八重奏 11:37

19 中19 仙台市立将監東中学校 管楽八重奏 11:42

20 中20 仙台市立将監東中学校 管打楽器八重奏 11:48

21 中21 仙台市立寺岡中学校 管打楽器四重奏 11:54

22 中22 仙台市立南光台中学校 管打楽器八重奏(T) 12:00

23 中23 仙台市立南光台中学校 サクソフォン三重奏 12:05

24 中24 仙台市立加茂中学校 木管四重奏 12:11

25 中25 仙台市立将監東中学校 金管七重奏 13:00

26 中26 仙台市立南中山中学校 打楽器五重奏 13:06

27 中27 仙台市立南光台東中学校 打楽器三重奏 13:12

28 中28 仙台市立八乙女中学校 木管七重奏 13:18

29 中29 仙台市立加茂中学校 サクソフォン四重奏 13:23

30 中30 仙台市立七北田中学校 木管八重奏 13:29

31 中31 仙台市立住吉台中学校 管楽三重奏 13:34

32 中32 仙台市立南中山中学校 金管六重奏 13:40

33 中33 仙台市立向陽台中学校 サクソフォン八重奏 13:45

34 中34 仙台市立加茂中学校 金管八重奏 13:51

35 中35 仙台市立寺岡中学校 管打楽器五重奏 13:57

36 中36 仙台市立南光台東中学校 金管六重奏 14:03

37 中37 仙台市立七北田中学校 金管六重奏 14:25

38 中38 仙台市立長命ケ丘中学校 管打楽器六重奏 14:31

39 中39 仙台市立南中山中学校 木管七重奏 14:36

40 中40 仙台市立鶴が丘中学校 打楽器三重奏 14:42

41 中41 仙台市立長命ケ丘中学校 管打楽器七重奏 14:48

42 中42 仙台市立八乙女中学校 打楽器三重奏 14:54

43 中43 仙台市立南光台東中学校 木管七重奏 14:59

44 中44 仙台市立住吉台中学校 管打楽器六重奏 15:05

45 中45 仙台市立松陵中学校 金管五重奏 15:10

46 中46 仙台市立向陽台中学校 クラリネット八重奏 15:16

47 中47 仙台市立根白石中学校 打楽器八重奏 15:22

48 高1 東北高等学校 金管五重奏 15:45

49 高2 東北学院榴ケ岡高等学校 クラリネット四重奏 15:51

50 高3 東北学院榴ケ岡高等学校 サクソフォン四重奏 15:57

51 高4 宮城県泉高等学校 木管六重奏 16:03

52 高5 東北生活文化大学高等学校 金管五重奏 16:09

53 高6 東北学院榴ケ岡高等学校 打楽器八重奏 16:16

54 高7 東北生活文化大学高等学校 サクソフォン四重奏 16:22

55 高8 東北高等学校 打楽器七重奏 16:29

56 高9 宮城県泉館山高等学校 金管八重奏 16:50

57 高10 宮城県泉館山高等学校 ファゴット三重奏 16:56

58 高11 宮城県泉館山高等学校 クラリネット五重奏 17:02

59 高12 仙台市立仙台商業高等学校 管楽五重奏 17:08

60 高13 宮城県泉館山高等学校 サクソフォン四重奏 17:14

61 高14 東北高等学校 サクソフォン四重奏 17:20

62 高15 宮城県泉高等学校 打楽器七重奏 17:27

63 大1 東北学院大学 金管六重奏 17:50

64 大2 東北学院大学 クラリネット六重奏 17:55

65 職一1 フィルハーモニア・ウインド・オーケストラ フルート三重奏 18:00

66 職一2 泉シンフォニックウィンドオーケストラ 金管五重奏 18:06

67 職一3 フィルハーモニア・ウインド・オーケストラ クラリネット四重奏 18:11

68 職一4 フィルハーモニア・ウインド・オーケストラ バリ・チューバ四重奏 18:17

開会式・審査員紹介（９：４０～）

休憩(15分)

昼食・休憩(45分)

休憩(15分)

休憩(15分)

休憩(15分)　　※中学校の部成績発表 (１７：００ 展示室)

休憩(15分)

閉会式・成績発表（１９：００～）

宮城県仙台泉地区吹奏楽連盟


