
1 PU0051 ピアノ 大学生 欠席

2 PU0048 ピアノ 大学生 ◯

3 PU0035 ピアノ 大学生 ◯

4 PU0053 ピアノ 大学生 欠席

5 PU0036 ピアノ 大学生 欠席

6 PU0046 ピアノ 大学生 ◯

7 PK0031 ピアノ キッズ ◯

8 PK0018 ピアノ キッズ ◯

9 PK0019 ピアノ キッズ ◯

10 PE1028 ピアノ 小学1年生 ◯

11 PE2044 ピアノ 小学2年生 ◯

12 PE2049 ピアノ 小学2年生 ◯

13 PE2051 ピアノ 小学2年生 ◯

14 PE2054 ピアノ 小学2年生 ◯

15 PE2053 ピアノ 小学2年生 ◯

16 PE3050 ピアノ 小学3年生 ◯

17 PE3055 ピアノ 小学3年生 ◯

18 PE4006 ピアノ 小学4年生 ◯

19 PE5020 ピアノ 小学5年生 欠席

20 PE5048 ピアノ 小学5年生 欠席

21 PE5043 ピアノ 小学5年生 ◯

22 PE6037 ピアノ 小学6年生 ◯

23 PJ1025 ピアノ 中学1年生 ◯

24 PJ1050 ピアノ 中学1年生 ◯

25 PJ2047 ピアノ 中学2年生 ◯

26 PJ2067 ピアノ 中学2年生 ◯

27 PJ2043 ピアノ 中学2年生 ◯

28 PJ2054 ピアノ 中学2年生 ◯

29 PJ3038 ピアノ 中学3年生 欠席

30 PH1022 ピアノ 高校1年生 ◯

31 PH1026 ピアノ 高校1年生 ◯

32 PH2035 ピアノ 高校2年生 ◯

33 PH2036 ピアノ 高校2年生 ◯

34 PH2039 ピアノ 高校2年生 ◯

35 VJ0040 ソプラノ 中学生 ◯

36 VJ0031 ソプラノ 中学生 ◯

37 VJ0020 ソプラノ 中学生 欠席

38 VH0032 ソプラノ 高校生 ◯

39 VH0074 ソプラノ 高校生 ◯

40 VU0023 ソプラノ 大学生 ◯
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41 GK0021 ヴァイオリン キッズ ◯

42 GE3012 ヴァイオリン 小学3年生 ◯

43 GE3033 ヴァイオリン 小学3年生 ◯

44 GE6009 ヴァイオリン 小学6年生 ◯

45 GE6017 ヴァイオリン 小学6年生 欠席

46 GJ1019 ヴァイオリン 中学1年生 ◯

47 GJ1022 ヴァイオリン 中学1年生 ◯

48 GJ1023 ヴァイオリン 中学1年生 ◯

49 GJ3040 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

50 GJ3032 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

51 GJ3035 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

52 GJ3028 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

53 GJ3037 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

54 GJ3039 ヴァイオリン 中学3年生 ◯

55 GH1017 ヴァイオリン 高校1年生 ◯

56 GH1015 ヴァイオリン 高校1年生 欠席

57 GH1020 ヴァイオリン 高校1年生 欠席

58 GH1025 ヴァイオリン 高校1年生 ◯

59 GH2024 ヴァイオリン 高校2年生 ◯

60 GH2020 ヴァイオリン 高校2年生 ◯

61 GH3017 ヴァイオリン 高校3年生 ◯

62 FJ0017 フルート 中学生 ◯

63 FH0015 フルート 高校生 ◯

64 FH0041 フルート 高校生 ◯

65 FH0045 フルート 高校生 ◯

66 MH0038 クラリネット 高校生 ◯

67 MH0037 クラリネット 高校生 ◯

68 MH0043 サクソフォーン 高校生 欠席

69 MU0015 サクソフォーン 大学生 ◯

70 MU0021 ファゴット 大学生 ◯

71 KH0036 トランペット 高校生 ◯

72 KH0010 チューバ 高校生 ◯

73 KU0007 トロンボーン 大学生 ◯

結果

※ ご本人様以外の審査結果をSNS等へ掲載することはご遠慮ください。
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