
第4回JBAソロコンテスト審査結果 令和5年1月22日　うるま市民芸術劇場　燈ホール

推薦

学校名 楽器名 氏名 賞

1 沖縄市立美東中学校 トロンボーン独奏 仲尾次　はるか 銀賞

2 嘉手納町立嘉手納中学校 アルトサクソフォン独奏 嘉手川　倖華 銀賞

3 昭和薬科大学附属中学校 フルート独奏 比嘉　彩乃 銀賞

4 与那原町立与那原中学校 クラリネット独奏 照屋　杏奈 銀賞

5 宜野湾市立真志喜中学校 アルトサクソフォン独奏 長谷川　琉海 銅賞

6

7 沖縄市立美東中学校 トランペット独奏 兼城　日葵 銅賞

8 うるま市立あげな中学校 アルトサクソフォン独奏 久高　将音 金賞

9 名護市立名護中学校 ユーフォニアム独奏 幸地　葵 金賞

10 沖縄アミークスインターナショナル中学校テナーサクソフォン独奏 ヒューズ　蓮 金賞

11 八重瀬町立東風平中学校 トランペット独奏 上地　美栞 銀賞

12

13 沖縄市立美東中学校 テナーサクソフォン独奏 翁長　華音 金賞

14 沖縄市立美東中学校 オーボエ独奏 石川　結菜 銀賞

15 宜野湾市立普天間中学校 トランペット独奏 翁長　花莉奈 銅賞

16 昭和薬科大学附属中学校 トランペット独奏 野原　陽 銅賞

17 嘉手納町立嘉手納中学校 トロンボーン独奏 比嘉　義三輝 金賞 ○

18 宜野湾市立　普天間中学校マリンバ独奏 野里　美妃 銅賞

19 昭和薬科大学附属中学校 トランペット独奏 富吉　来実 銅賞

20

21 宜野湾市立普天間中学校 テューバ独奏 長嶺　将和 銀賞

22 昭和薬科大学附属中学校 オーボエ独奏 森田　咲和 銀賞

23 沖縄市立美東中学校 テューバ独奏 屋宜　澪 銀賞

24 与那原町立与那原中学校 テナーサクソフォン独奏 下地　花 金賞 ○

25

26 沖縄市立美東中学校 トランペット独奏 新垣　ルナ 金賞

27

28 宜野湾市立普天間中学校 マリンバ独奏 中村　美結 銀賞

29 沖縄市立美東中学校 クラリネット独奏 福田　心結 銀賞

30 昭和薬科大学附属中学校 トロンボーン独奏 古堅　早恵 金賞 ○

31

32 昭和薬科大学付属中学校 ユーフォニアム独奏 古屋　妃那 銅賞

33 宜野湾市立真志喜中学校 トロンボーン独奏 新垣　陽向 銅賞

34 沖縄県立 与勝緑が丘中学校マリンバ独奏 喜友名 伽林 銀賞

35 昭和薬科大学附属中学校 ホルン独奏 望月　咲希 銅賞

36 与那原町立与那原中学校 バリトンサクソフォン独奏 知念　まあり 銀賞
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37 沖縄県立コザ高等学校 テューバ独奏 伊佐 日彩 銀賞

38 沖縄県立開邦高等学校 ホルン独奏 池宮　優衣 金賞

39 沖縄県立宜野湾高等学校 マリンバ独奏 山城　颯叶 銀賞

40 昭和薬科大学附属高等学校マルチパーカッション独奏 高良 奏 銀賞

41 沖縄県立向陽高等学校 フルート独奏 屋嘉　愛香 銀賞

42 沖縄県立開邦高等学校 フルート独奏 吉元　綾花 金賞

43 沖縄県立コザ高等学校 トランペット独奏 下里　菜弥乃 銀賞

44 沖縄県立糸満高等学校 フルート独奏 新垣 みずほ 銅賞

45 沖縄県立那覇高等学校 テューバ独奏 仲西　好乃実 銀賞

46

47 沖縄県立那覇国際高校 バリトンサクソフォン独奏 崎浜　寛民 銅賞

48

49 沖縄県立南部商業高等学校フルート独奏 上運天　美優 銅賞

50 沖縄県立コザ高等学校 アルトサクソフォン独奏 瑞慶山　恵 銀賞

51 沖縄県立開邦高等学校 マルチパーカッション独奏 大宜味　真恩 金賞

52 沖縄県立那覇国際高校 ユーフォニアム独奏 松川　太陽 銀賞

53 沖縄県立コザ高等学校 トランペット独奏 中野 珠実 金賞 ○

54 沖縄県立開邦高等学校 マリンバ独奏 真栄田　昊 銀賞

55

56 沖縄県立普天間高等学校 オーボエ独奏 宮城　蒼空 銅賞

57 沖縄県立コザ高等学校 トランペット独奏 前原　夏妃 金賞 ○

58 昭和薬科大学附属高等学校アルトサクソフォン独奏 當銘　結菜 銀賞

59 沖縄県立コザ高等学校 テナーサクソフォン独奏 照屋　まつ里 銀賞

60

61 昭和薬科大学附属高等学校マルチパーカッション独奏 安里　侑奈 銅賞

62 昭和薬科大学附属高等学校ピッコロ独奏 岡部　和奈 銀賞

63 沖縄県立コザ高等学校 ユーフォニアム独奏 山城 幸花 金賞 ○

64 沖縄県立那覇商業高等学校ユーフォニアム独奏 和田　良汰 金賞 ○

65 昭和薬科大学附属高等学校クラリネット独奏 佐久田　華弥乃 銀賞

66

67 沖縄県立コザ高等学校 テューバ独奏 長嶺　葉月 銀賞

68 昭和薬科大学附属高等学校トランペット独奏 原國　莉緒 金賞 ○

69

70 沖縄県立名護高等学校 クラリネット独奏 神山 ゆえ 銅賞


