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■平成16年度 熊本セッション
弦楽四重奏
緒方愛子（Vn） 菊本恭子（Vn） 石橋直子（Va） 山口真由美（Vc）
ピアノトリオ
甲斐摩耶（Vn） 傳田正則（Vc） 中島由紀（Pf）
OGTS 室内合奏団（木管ピアノ四重奏）
吉岡次郎（Fl） 関水萌子（Ob） 池田愛（Fg） 布施亜紀子（Pf）
■平成17年度 沖縄セッション
Quartet SPIRITUS（サクソフォン四重奏）
松原孝政（S.Sax） 波多江史朗（A.Sax） 松井宏幸（T.Sax） 東涼太（B.Sax）
DUHA（木管五重奏）
阿部真美（Fl） 藤村理子（Ob） 小坂真紀（Cl） 仲原綾子（Fg） 比嘉康志（Hr）
ティーダ（弦楽四重奏）
松本蘭（Vn） 田代梓（Vn） 横溝耕一（Va） 田中愛（Vc）
■平成18年度 宮城セッション
ピアノトリオ・ミュゼ
上野真理（Vn） 伊久希（Vc） 佐々木祐子（Pf）
Quintet「H」（木管五重奏）
宮崎由美香（Fl） 最上峰行（Ob） 濱崎由紀（Cl） 早川邦宏（Fg） 猪俣和也（Hr）
Quartet Nats（弦楽四重奏）
松浦奈々（Vn） 荒井章乃（Vn） 直江智沙子（Va） 新倉瞳（Vc）
■平成19年度（前期）青森セッション
Sirius（ピアノトリオ）
城綾乃（Pf） 崎本絵里菜（Ob） 安田健太（Hr）
ポロゴ（木管五重奏）
八條美奈子（Fl） 筒井あや（Ob） 山本郁実（Cl） 松田玲（Fg） 長岡碧（Hr）
カルテット リベルテ（弦楽四重奏）
廣瀬麻名（Vn） 黒木健太（Vn） 山本法子（Va） 朝吹元（Vc）
■平成19年度（後期）富山セッション
トリオ・エトワール（ピアノトリオ）
随行舞（Pf） 高橋和歌（Vn） 高木慶太（Vc）
BrassSoul（金管五重奏）
秋宗章太（Tp） 安藤友樹（Tp） 梶原彰人（Tb） 菊池大輔（Hr） 喜名雅（Tub）
カルテット・ゼーレ（弦楽四重奏）
澤菜穂子（Vn） 山口順子（Vn） 叶澤尚子（Va） 市寛也（Vc）
■平成20年度（前期）岡山セッション
トリオ・アルティカ（ピアノトリオ）
澤田智子（Pf） 能登谷安紀子（Vn） 渡辺靖子（Vc）
アルモニューズ カルテット（弦楽四重奏）
波多野幹子（Vn） 片桐友里美（Vn） 佐藤裕子（Va） 渡邉雅弦（Vc）
木管五重奏団 MINTO（木管五重奏）
中村薫（Fl） 小倉悠樹（Ob） 田中まな美（Cl） 今木智彦（Fg） 三村総撤（Hr）
■平成20年度（後期）高知セッション
トリオ ZEN（ピアノトリオ）
松本蘭（Vn） 金子鈴太郎（Vc） 近藤亜紀（Pf）
わくわく♪カルテット（弦楽四重奏）
高瀬真由子（Vn） 栗山奈津（Vn） 金井ゆみ（Va） 向井航（Vc）
Quatuor B（サクソフォン四重奏）
國末貞仁（S.Sax） 山浦雅也（A.Sax） 有村純親（T.Sax） 小山弦太郎（B.Sax）

■平成21年度徳島セッション
Trio Blanc（ピアノトリオ）
江島有希子（Vn） 堀内詩織（Vc） 新居由佳梨（Pf）
木管五重奏団 notre coeur～ノートル クール（木管五重奏）
溝口美紀（Fl） 弘瀬麻子（Ob） 新井郁子（Cl） 淺井啓太（Fg） 笠原慶昌（Hr）
■平成21・22年度京都セッション
Piano Trio ∴ Triangle（ピアノトリオ）
澤菜穂子（Vn） 弘田徹（Vc） 南部麻里（Pf）
STRING QUARTET EARTH（弦楽四重奏）
鈴木慶子（Vn） 閑ゆりあ（Vn） 冨田大輔（Va） 田中愛（Vc）
Saxophone Quartet 桜（サクソフォン四重奏）
高梨寛子（S.Sax） 石橋梓（A.Sax） 田中麻樹子（T.Sax） 桑野恵子（B.Sax）
■平成22・23年度滋賀セッション
プリマ・ヴェーラ（ピアノトリオ）
志鷹美紗（Pf） 川村伸子（Vn） 高橋麻理子（Vc）
カルテットひかり（弦楽四重奏）
栗山奈津（Vn） 佐藤友香（Vn） 中田美穂（Va） 足立成礼（Vc）
Brass Quintet“5 Bells”（金管五重奏）
大山啓介（Tp） 吉田綾子（Tp） 堀秀樹（Hr） 新山久志（Tb） 今川英悟（Tub）
■平成22・23年度和歌山セッション
ゼッパール・トリオ（ピアノトリオ）
村田千佳（Pf） 山田麻実（Vn） 山田幹子（Vc）
カルテット NKB（弦楽四重奏）
勝村麻由子（Vn） 田代藍（Vn） 渡邊智生（Va） 渡邊弾楽（Vc）
Caprice（木管五重奏）
斎藤碧（Fl） 芹澤美帆（Cl） 東実奈（Fg） 元木智子（Hr） 山口裕加（Ob）
■平成23・24年度鹿児島セッション
マルシェ弦楽四重奏団（弦楽四重奏）
藤代優意（Vn） 内藤歌子（Vn） 福田道子（Va） 伊藤七生（Vc）
アンサンブル・ミクスト（木管五重奏）
梶川真歩（Fl） 小花恭佳（Ob） 尾上昌弘（Cl） 中田小弥香（Fg） 嵯峨郁恵（Hr）
■平成25・26年度島根セッション
ピアノトリオーレ（ピアノトリオ）
岩崎洵奈（Pf） 細川奈津子（Vn） 高木良（Vc）
アーバン・サクソフォン・カルテット（サクソフォン四重奏）
大上仁彦（S.Sax） 小林浩子（A.Sax） 中村優香（T.Sax） 千葉一喜（B.Sax）
■平成26・27年度岐阜セッション
ピアノトリオ Linon（ピアノトリオ）
高田有莉子（Pf） 徳永希和子（Vn） 水野由紀（Vc）
グランツ弦楽四重奏団（弦楽四重奏）
桐原宗生（Vn） 長山恵理子（Vn） 高宮城凌（Va） 松本亜優（Vc）
Franc 木管五重奏団（木管五重奏）
荻本美帆（Fl） 中川愛（Ob） 工藤雄司（Cl） 後藤美紗子（Hr） 小野木栄水（Fg）

