
7月28日（土）　中学校の部C部門１組

No 団体名 自由曲 作曲者

1 千葉市立轟町中学校 「吹奏楽のための第５組曲」より リード

2 白井市立七次台中学校 「ガリバー旅行記」より アッペルモント

3 千葉市立山王中学校 セドナ ライニキー

4 船橋市立行田中学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

5 木更津市立波岡中学校 鷲が舞うところ ライニキー

6 佐倉市立井野中学校 セレブレーション・アンド・トリビュート スウェアリンジェン

7 千葉市立幸町第二中学校 吹奏楽のための詩曲「はてしなき大空への讃歌」 八木澤　教司

8 渋谷教育学園幕張中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

9 野田市立第二中学校 「展覧会の絵」より ムソルグスキー

10 千葉市立幕張中学校 セドナ ライニキー

11 千葉市立幸町第一中学校 センチュリア スウェアリンジェン

12 勝浦市立勝浦中学校 雫　～ウインド・アンサンブルのための～ 天野　正道

13 千葉市立末広中学校 リバーダンス ウィーラン

14 千葉市立朝日ケ丘中学校 神々の運命 ライニキー

15 松戸市立新松戸南中学校 オリエント急行 スパーク

16 木更津市立木更津第三中学校 天空への挑戦 スミス

17 千葉市立椿森中学校 喜びの音楽を奏でて！ スウェアリンジェン

18 市原市立若葉中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

19 千葉市立高浜中学校 三日月の彼方 高橋　宏樹

20 白井市立白井中学校 オーバード　～吹奏楽のための～ 福島　弘和

21 袖ヶ浦市立根形中学校 夜間飛行 ～上空からの街の情景～ スウェアリンジェン

22 八街市立八街中央中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

23 市原市立有秋中学校 KA-GU-RA for Band 福田　洋介

24 千葉市立高洲第一中学校 天の剣 福田　洋介

25 市原市立東海中学校 大空のかなたに シェルドン

26 千葉市立松ケ丘中学校 虹の翼 広瀬　勇人

27 富津市立天羽中学校 時の流れ スウェアリンジェン

28 成田市立大栄中学校 こもれびの坂 広瀬　勇人

29 市原市立菊間中学校 日本の旋律による三つの情景 櫛田　胅之扶

30 銚子市立第三中学校 レ・プレリュード 広瀬　勇人

31 船橋市立金杉台中学校 沢地萃 天野　正道

32 南房総市立嶺南中学校 「アルルの女」より ビゼー

33 市原市立姉崎東中学校 フラワー・クラウン 和田　直也

7月29日（日）　中学校の部C部門2組

No 団体名 自由曲 作曲者

1 市川市立高谷中学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

2 四街道市立四街道北中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

3 千葉市立幕張本郷中学校 セドナ ライニキー

4 千葉市立緑町中学校 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

5 船橋市立湊中学校 月の旅人 高橋　宏樹

6 千葉市立天戸中学校 眩い星座になるために… 八木澤　教司

7 千葉市立花見川中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

8 千葉市立緑が丘中学校 栄光のすべてに スウェアリンジェン

9 千葉市立稲毛中学校 アトランティス 樽屋　雅徳

10 四街道市立千代田中学校 夢への冒険 福島　弘和

11 千葉市立打瀬中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

12 成田市立下総みどり学園 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

13 千葉大学教育学部附属中学校 バビロン川のほとりで ハックビー

14 千葉市立千城台西中学校 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

15 千葉市立千草台中学校 運命の力 ニーク

16 香取市立佐原第五中学校 ハンティンドン・セレブレーション スパーク



17 神崎町立神崎中学校 ダフィーズカットのミステリー シェルドン

18 南房総市立富浦・富山中学校 魔女と聖人 ライニキー

19 いすみ市立岬中学校 風伯の乱舞 石毛　里佳

20 志学館中等部 「ルーマニア民俗舞曲」より バルトーク

21 館山市立第一中学校 夜間飛行 ～上空からの街の情景～ スウェアリンジェン

22 南房総市立千倉中学校 華円舞 福田　洋介

23 富里市立富里北中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

24 市原市立三和中学校 海峡をわたる風 福島　弘和

25 香取市立栗源中学校 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

26 睦沢町立睦沢中学校 朝鮮民謡の主題による変奏曲 チャンス

27 館山市立房南中学校 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人

28 銚子市立第七中学校 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

29 木更津市立畑沢中学校 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

30 千葉市立さつきが丘中学校 フラワー・クラウン 和田　直也

31 船橋市立豊富中学校 ケルト民謡による組曲 ケルト民謡

32 南房総市立白浜中学校 レ・プレリュード 広瀬　勇人

33 野田市立関宿中学校 春に寄せて　～風は光り，春はひらめく～ 福島　弘和

7月30日（月）　中学校の部C部門3組

No 団体名 自由曲 作曲者

1 柏市立田中中学校 三つのジャポニスム 真島　俊夫

2 千葉市立小中台中学校 アニー・ムーアの祈りの詩 樽屋　雅徳

3 千葉市立大椎中学校 シー・ゲート序曲 スウェアリンジェン

4 国府台女子学院中学部 コンチェルト・ダモーレ デ＝ハーン

5 習志野市立第六中学校 「吹奏楽のための第１組曲」より ホルスト

6 香取市立佐原中学校 アパラチアン序曲 バーンズ

7 いすみ市立国吉中学校 北の鳥たち 広瀬　勇人

8 千葉市立大宮中学校 「小さな楽団のための組曲」より 高橋　宏樹

9 千葉市立犢橋中学校 コヴィントン広場 スウェアリンジェン

10 柏市立手賀中学校 フラワー・クラウン 和田　直也

7月30日（月）　高等学校の部C部門

No 団体名 自由曲 作曲者

1 国府台女子学院高等部 シンフォニア・ノビリッシマ ジェイガー

2 県立船橋法典高等学校 夜間飛行 ～上空からの街の情景～ スウェアリンジェン

3 東邦大学付属東邦中学校・高等学校 インヴィクタ序曲 スウェアリンジェン

4 県立京葉工業高等学校 小さな楽団のための組曲　第二番 高橋　宏樹

5 県立船橋古和釜高等学校 英雄は我が傍らに スウェアリンジェン

6 県立市川工業高等学校 「アーサーの玉座」　～丘が見たもの～ 下田　和輝

7 我孫子二階堂高等学校 組曲「冬のかがり火」より プロコフィエフ

8 県立泉高等学校 交響組曲「もののけ姫」より　 久石　　譲

9 県立千城台高等学校 天空への挑戦 スミス

10 県立松戸向陽高等学校 「フェニックス」　～時を超える不死鳥の舞い 八木澤　教司

11 県立佐倉南高等学校 コタンの雪 福島　弘和

12 県立船橋北高等学校 小さな楽団のための組曲 高橋　宏樹

13 県立浦安南高等学校 緋色の輪舞 福田　洋介

14 県立佐倉西高等学校 波を越えてはるかに　～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　　洋

15 県立沼南高等学校 空の歌 福田　洋介

16 県立柏陵高等学校 ソロモンの指輪 広瀬　勇人

17 千葉商科大学付属高等学校 セドナ ライニキー

18 県立市原高等学校 八幡の欅　～悠久の時を超えて～ 足立　　正

19 県立姉崎高等学校 IKEZUKI　～海を渡った馬の伝承～ 宮川　成治

20 県立京葉高等学校 波を越えてはるかに　～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　　洋


