
第8回埼玉県高等学校軽音楽新人大会オンライン予選・ブロック1結果一覧

ブロック 学校名 部活動名 バンド名 演奏曲 予選結果
1 さいたま市立浦和高校 音楽部 CACCIATORE Act Ⅱ 優秀賞・決勝進出
1 草加東高校 軽音楽部 Whim Lilac 世界の夜に
1 与野高校 軽音楽部 amuse 惑星ループ
1 立教新座 音楽部 GRATIAS カルーアミルク
1 山村国際高校 軽音楽部 ミシェル シルエット
1 川口工業高校 軽音楽同好会 オリジン 明日へ駆け抜けろ
1 上尾高校 フォークソング研究同好会 Fragment Starry night
1 川口高校 フォークソング同好会 GO-MO 夜の歌 優秀賞・決勝進出
1 本庄高校 軽音楽部 STOP BY AT. 白雪
1 浦和麗明 軽音楽部 Eagle Night 青く色づく
1 不動岡高校 軽音楽同好会 Bright Night シルエット
1 川口北高校 軽音楽同好会 H&D カルマ
1 蕨高校 軽音楽部 serenade regrem 優秀賞・決勝進出
1 川口青陵高校 軽音楽部 SYACO ともだち
1 鳩山高校 軽音楽部 Dirigentes Stella orion
1 豊岡高校 軽音楽部 blink talky heart 優秀賞・決勝進出
1 大宮東高校 軽音楽部 180 爆弾魔
1 越生高校 軽音楽部 GORILLAGORILLAGORILLA １歩
1 越谷北高校 ギター部 Meteor 共感覚-1
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2 さいたま市立浦和高校 音楽部 シャルロット 二人 優秀賞・決勝進出
2 草加東高校 軽音楽部 波瑠紫苑 哀別 優秀賞・決勝進出
2 筑波大付属坂戸高校 軽音楽部 fabulous flowers ないものねだり
2 立教新座 音楽部 Out of dawn Funny Bunny
2 山村国際高校 軽音楽部 U-ran マリーゴールド
2 羽生高校 軽音楽同好会 原口琴音 小夜子 優秀賞・決勝進出
2 新座高校 軽音楽部 Divaing In the Morning
2 川口高校 フォークソング同好会 EDEN Restart
2 本庄高校 軽音楽部 星鏡 パラレル
2 浦和麗明 軽音楽部 Day Dream カミスキ
2 不動岡高校 軽音楽同好会 Raist 欲望に満ちた青年団
2 国際学院高校 軽音楽部 残夢 月明りと君
2 熊谷西高校 軽音楽部 フルーツポンチ StaRt
2 鳩山高校 軽音楽部 SAND PuZzLe 群青の夢
2 叡明高校 ロックバンド愛好会 いとたゆし。 かなし。
2 埼玉平成高校 軽音楽部 海月 海に堕ちる
2 大宮東高校 軽音楽部 PEANUTs Boy ファンファーレ
2 立教新座高校 ジャズ研究会 bioest スーパマリオブラザーズ地上BGM

2 越谷北高校 ギター部 先時代革命 夕凪 優秀賞・決勝進出
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3 さいたま市立浦和高校 音楽部 comet エモい 優秀賞・決勝進出
3 草加東高校 軽音楽部 Stealth Palette 関係ない！ 優秀賞・決勝進出
3 所沢高校 フォーク部 Crash Rush 夕風 優秀賞・決勝進出
3 立教新座 音楽部 ShaFu ブルーベリーナイツ
3 吉川美南高校 軽音楽部 Lily Calc.
3 羽生高校 軽音楽同好会 みぃ。 恋する地縛霊
3 新座高校 軽音楽部 cafeパフパフ 栞
3 川口高校 フォークソング同好会 鼓星 HONEY
3 八潮高校 軽音楽部 ウーバーノア ホワイトアウト 優秀賞・決勝進出
3 杉戸高校 軽音楽部 m(sic) Sorrows
3 不動岡高校 軽音楽同好会 Sweet melt アメイジングレース
3 国際学院高校 軽音楽部 Ｒｅｖｅ Ｗｒｉｔｅ
3 熊谷西高校 軽音楽部 FlashFish Don't say lazy
3 越ケ谷高校 軽音楽部 Revolver 虹
3 日高高校 軽音楽部 Mrs Wanted!Wanted!
3 春日部共栄高校 軽音楽部 Piece of Pancake NOW ON AIR
3 越谷西高校 軽音楽部 みっくすべじたぶる。 日常
3 川越南高校 ギター部 Clair_07 日常
3 立教新座高校 ジャズ研究会 ROI vinyl
3 獨協埼玉高校 軽音楽部 Checkmate ないものねだり
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4 浦和高校 軽音楽同好会 微少年 Monologue
4 与野高校 軽音楽部 Chocoコロネ ホワイトアウト
4 所沢高校 フォーク部 アマウト メロディー 優秀賞・決勝進出
4 大妻嵐山高校 ギター部 magic lily 紅蓮華
4 川口工業高校 軽音楽同好会 未定theワールド HE IS MINE
4 上尾高校 フォークソング研究同好会 おれんず Don't say "lazy"
4 新座高校 軽音楽部 A RASK 瞬き
4 浦和北高校 軽音楽部 nAZca 諧謔を弄する
4 八潮高校 軽音楽部 テウタ アイネクライネ
4 杉戸高校 軽音楽部 Normal Pandemic 欲望に満ちた青年団
4 川口北高校 軽音楽同好会 アライアンス チキン 優秀賞・決勝進出
4 蕨高校 軽音楽部 ルーラ 拝啓、少年よ
4 川口青陵高校 軽音楽部 ０４ バンド
4 越ケ谷高校 軽音楽部 The childhood ブルーノイズ 優秀賞・決勝進出
4 日高高校 軽音楽部 Killer Whale 拝啓、少年よ
4 越谷西高校 軽音楽部 &ViVi 狂乱 Hey Kids!! 優秀賞・決勝進出
4 川越南高校 ギター部 Toy's Army わがまま 優秀賞・決勝進出
4 立教新座高校 ジャズ研究会 四塩化炭素(テトラクロロメタン) UNICORN
4 獨協埼玉高校 軽音楽部 r1sa 側にいて
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ブロック 学校名 部活動名 バンド名 演奏曲 予選結果
5 浦和高校 軽音楽同好会 野生動物 Don't say lazy
5 与野高校 軽音楽部 FOREVER'S ブルーベリーナイツ
5 所沢高校 フォーク部 しゃけぱずる。 まぼろし 優秀賞・決勝進出
5 山村国際高校 軽音楽部 Lucent charm ホワイトアウト
5 川口工業高校 軽音楽同好会 ドラグーン 小さな恋のうた
5 上尾高校 フォークソング研究同好会 STARTLINE ワタリドリ
5 戸田翔陽高校 軽音楽部 Flying Potato 2021 優秀賞・決勝進出
5 本庄高校 軽音楽部 lvy swim
5 浦和麗明 軽音楽部 ピッコラルージュ 49日
5 川越西高校 軽音楽同好会 glee fine code 明日も
5 川口北高校 軽音楽同好会 twilight マリーゴールド
5 蕨高校 軽音楽部 sick!! 君に届け
5 川口青陵高校 軽音楽部 Re:未解Gate メランコリック
5 越ケ谷高校 軽音楽部 ニッチモサッチモ 今日くらいは 優秀賞・決勝進出
5 日高高校 軽音楽部 Blue Youth ないものねだり
5 豊岡高校 軽音楽部 ぼくらのなつやすみ なついろ 優秀賞・決勝進出
5 越谷西高校 軽音楽部 HARM 帰りたい症候群
5 川越南高校 ギター部 紅生姜 冬よ 優秀賞・決勝進出
5 越谷北高校 ギター部 Anomaly fogblue


