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    Vn1        Vn2        Va    Vc       Cb      管         ソロ 

1/10  永瀬 濱田 西本 秦野 坪田  小林 井崎 大黒屋  深山 原  高階  大出  

17  永瀬  濱田 西本 秦野 坪田 小林    大黒屋 深山 原 高階 大出 井崎 

2/07  永瀬 濱田 西本 秦野 坪田 小林 井崎 早川  深山 原  高階 大出  

21  永瀬  松本 西本 秦野 坪田 小林    早川  深山 原 高階 大出 井崎 

3/07  濱田  松本 西本 秦野 坪田 小林    大黒屋 深山 原 高階 大出 井崎 

14  濱田 松本 西本 秦野 坪田 小林    早川  深山 原 高階 大出 井崎 

4/04   永瀬 濱田 西本 秦野 坪田 小林    早川  深山  原 高階 大出 井崎 

18   濱田  三葛  西本 秦野  坪田 小林     大黒屋  深山 原 高階 大出 井崎 

5/09  永瀬 濱田 西本 秦野 坪田 小林    大黒屋 深山 原 高階 大出 井崎    

5/16   永瀬 濱田 西本 三葛 坪田 小林    大黒屋 深山 原 高階 大出 井崎  

6/6    濱田 弘田  西本  松本  坪田  小林  井崎 早川  深山 原 高階 大出 

6/20   濱田 三葛  西本 松本 坪田 小林 井崎 大黒屋 深山 原 高階 大出 

7/4  永瀬 濱田 三葛 松本 坪田 小林 井崎 大黒屋 深山 原 高階 

7/18  永瀬  濱田  西本 松本 坪田 小林 井崎 大黒屋 深山 原 高階 

 

リラ弦楽アンサンブル 

Vn1        Vn2        Va    Vc     Cb 

1/10  濱田 秦野 西本 永瀬 坪田  小林        

17  濱田  秦野 西本 永瀬 坪田 小林    

2/07   濱田 秦野 西本 永瀬 坪田 小林   

21  秦野 松本 西本  永瀬 坪田 小林    

3/07   濱田 秦野 西本  松本 坪田 小林    

14  濱田 秦野 西本 松本 坪田 小林     

4/04   濱田 秦野 西本 永瀬 坪田 小林    

18  濱田 秦野 西本 三葛 坪田 小林   

5/09  濱田 秦野 西本 永瀬 坪田 小林 大黒屋  

5/16  濱田 三葛 西本 永瀬 坪田 小林 大黒屋  

6/6  濱田 松本 西本 弘田 坪田 小林 早川 

6/20  濱田 松本  西本 三葛 坪田 小林 大黒屋 

7/4  濱田 松本 三葛 永瀬 坪田 小林 大黒屋 

7/18  濱田 松本 西本 永瀬 坪田 小林 大黒屋 

 

 


