
7月21日（土）　小学校の部C部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立真間小学校  スプリングフィールド 広瀬　勇人

2 流山市立八木北小学校  運命の力 ニーク

3 野田市立みずき小学校 かみごと　～幼い日に見た祭りの情景～ 足立　　正

4 船橋市立二和小学校  月の旅人 高橋　宏樹

5 市川市立北方小学校  「吹奏楽のための第２組曲ヘ長調」より ホルスト

6 船橋市立芝山西小学校  センチュリア スウェアリンジェン

7 野田市立尾崎小学校  ロス・ロイ デ＝ハーン

8 市川市立福栄小学校  喜びの音楽を奏でて！ スウェアリンジェン

9 船橋市立南本町小学校  ４つの古い舞曲 ヴァン＝デル＝ロースト

10 船橋市立塚田小学校  東方見聞録　～バッカナール，アジアの宴～ 福島　弘和

11 松戸市立横須賀小学校  センチュリア スウェアリンジェン

12 流山市立江戸川台小学校  バッカスの行列 ドリーブ

13 市川市立国府台小学校  エンカント スミス

14 松戸市立相模台小学校  偶然の出来事 ロメイン

15 流山市立向小金小学校  スプリングフィールド 広瀬　勇人

16 野田市立関宿中央小学校  スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

17 市川市立宮久保小学校 アヴェンチューラ スウェアリンジェン

18 柏市立大津ケ丘第二小学校  あそびうたによる3つのカプリッチョ 後藤　　洋

19 市川市立富美浜小学校  吹奏楽のための犬夜叉 和田　　薫

20 野田市立北部小学校  アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

21 野田市立二川小学校 ガーデン・イーフラット 石毛　里佳

22 柏市立酒井根西小学校  カルカソンヌの城 広瀬　勇人

23 船橋市立金杉台小学校  バンドのための民話 コウディル

7月21日（土）　中学校の部ジュニア部門

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川中学校 バンドのための民話 コウディル

2 市川市立第八中学校  たなばた 酒井　　格

3 柏市立酒井根中学校  交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

4 千葉市立蘇我中学校 ポロヌプ（大原野） 酒井　　格

5 千葉市立おゆみ野南中学校  春に寄せて　～風は光り，春はひらめく～ 福島　弘和

6 習志野市立第四中学校  「小組曲」より ドビュッシー

7 野田市立南部中学校  吹奏楽のための文明開化の鐘 高橋　宏樹

8 船橋市立習志野台中学校  天空への挑戦 スミス

9 習志野市立第二中学校  「ルーマニア民族舞曲」より バルトーク

10 柏市立豊四季中学校 たなばた 酒井　　格

11 流山市立南流山中学校  セレブレーション・アンド・ソング シェルドン

12 成田市立公津の杜中学校  スプリングフィールド 広瀬　勇人

13 市川市立第二中学校・第五中学校  マタドール・ファンタジー　～カルメン・闘牛士の歌による～ ビゼー

14 船橋市立旭中学校 夢の花　～さくらさくらによる幻想曲～ 福島　弘和

15 千葉市立草野中学校 チェスフォード・ポートレイト スウェアリンジェン

16 市川市立第七中学校  ゴールデン・ジュビリー 伍俊華／黒川　圭一

17 柏市立松葉中学校  バレエ組曲「青銅の騎士」より グリエール

18 市川市立南行徳中学校 うつくしの島 広瀬　勇人

19 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校  コンチェルト・ダモーレ デ＝ハーン

20 市川市立第四中学校 栄光の幌馬車隊 スウェアリンジェン

21 松戸市立第二中学校  ３つのわらべうた 高橋　宏樹



22 佐倉市立西志津中学校  星空の物語 江原　大介

23 八千代市立大和田中学校  時の流れ スウェアリンジェン

24 旭市立第二中学校 インヴィクタ序曲 スウェアリンジェン

25 千葉市立花園中学校 ブルーリッジの伝説 スウェアリンジェン

26 八千代市立勝田台中学校 彼方の光 村松　崇継

27 茂原市立冨士見中学校 レッド・ロック・キャニオン シェルドン

28 茂原市立東中学校 波を越えてはるかに　～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　　洋

29 習志野市立第五中学校  序奏とカプリス カーター

30 大網白里市立大網中学校 管楽器と打楽器のためのセレブレーション スウェアリンジェン

31 富里市立富里中学校  波を越えてはるかに　～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　　洋

32 習志野市立第三中学校 フラワー・クラウン 和田　直也

33 船橋市立海神中学校  ケルト民謡による組曲 ケルト民謡

7月22日（日）　小学校の部C部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 野田市立清水台小学校  マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

2 船橋市立若松小学校  アパラチアン序曲 バーンズ

3 船橋市立法典東小学校  リクディム～４つのイスラエル舞曲 ヴァン＝デル＝ロースト

4 市川市立塩焼小学校  コヴィントン広場 スウェアリンジェン

5 柏市立柏第四小学校  故郷　～希望への序曲～ 岡野　貞一

6 松戸市立八ケ崎小学校  スプリングフィールド 広瀬　勇人

7 柏市立土南部小学校  アメージング・グレース　－感謝と希望の歌 讃美歌

8 松戸市立八ケ崎第二小学校  ド‐レ‐ミ ロジャース

9 東金市立鴇嶺小学校  秋風の旅人 足立　　正

10 大網白里市立瑞穂小学校  新天地をめざして 富士原　裕章

11 市川市立大洲小学校 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

12 柏市立松葉第一小学校  デビルズレイクの伝説 スウィーニー

13 松戸市立中部小学校  元禄 櫛田　胅之扶

14 我孫子市立高野山小学校  オーバード　～吹奏楽のための～ 福島　弘和

15 野田市立川間小学校  インヴィクタ序曲 スウェアリンジェン

16 野田市立柳沢小学校  コレオグラフィー シェルドン

17 柏市立大津ケ丘第一小学校  はじまりの朝 下田　和輝

18 市川市立中山小学校 行進曲「旧友」 タイケ

19 我孫子市立根戸小学校  マスタング　～西部のスピリット～ クラーク

20 館山市立館山小学校  マジェスティア スウェアリンジェン

21 流山市立小山小学校  ファイアー・ダンス シェイファー

22 流山市立流山小学校  碧き宇宙－生命の雫 八木澤　教司

23 柏市立高柳西小学校  センチュリア スウェアリンジェン

24 柏市立十余二小学校  ファイアー・ダンス シェイファー

25 市川市立中国分小学校  鷲が舞うところ ライニキー

26 習志野市立向山小学校 明日へ吹く風 和田　直也

27 松戸市立矢切小学校  いつも風　巡り会う空 福島　弘和

28 流山市立鰭ケ崎小学校  銀河鉄道 広瀬　勇人

29 市川市立百合台小学校  ケルト民謡による組曲 ケルト民謡

30 浦安市立高洲小学校  センチュリア スウェアリンジェン

31 市川市立国分小学校  献呈と勝利 シェイファー

32 野田市立宮崎小学校  ダフィーズカットのミステリー シェルドン

33 柏市立風早北部小学校  アメージング・グレース　－感謝と希望の歌 讃美歌

34 野田市立南部小学校  いつか見た海 足立　　正



35 柏市立富勢小学校  スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

36 一宮町立一宮小学校  KAGRA MIX 東枝　達郎

37 松戸市立新松戸西小学校  カルカソンヌの城 広瀬　勇人

38 野田市立中央小学校  秋風の旅人 足立　　正

39 市川市立稲越小学校 こもれびの坂 広瀬　勇人

40 柏市立田中北小学校 スザート・ダンスリー スザート

41 市川市立柏井小学校  うつくしの島 広瀬　勇人

42 柏市立名戸ケ谷小学校  センチュリア スウェアリンジェン

43 野田市立岩木小学校  冒険キッズ 島田　尚美

44 船橋市立三山東小学校 こびとの森 広瀬　勇人

45 市川市立新浜小学校  夢幻の如くなり 広瀬　勇人

7月22日（日）　高等学校の部ジュニア部門

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 県立千葉商業高等学校  「散歩，日傘をさす女性」　～クロード・モネに寄せて 八木澤　教司

2 船橋市立船橋高等学校  交響曲「ワインダーク・シー」 マッキー

3 NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE  「吹奏楽のための第４交響曲」より リード

4 習志野サウンドきらっターズ☆  バレエ組曲「コッペリア」より ドリーブ

5 県立幕張総合高等学校  ラザロの復活 樽屋　雅徳

6 県立千葉西高等学校 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス ギリングハム

7 西武台千葉中学校・高等学校 ダビデの栄光 広瀬　勇人

8 拓殖大学紅陵高等学校  吹奏楽のための第１組曲 ホルスト

9 県立国府台高等学校  雪降る夜に 下田　和輝

10 県立小金高等学校 静寂と躍動　～天竜川の船大工～ 内藤　友樹

11 千葉市立千葉高等学校  雫　～ウインド・アンサンブルのための～ 天野　正道

12 県立松戸六実高等学校  その時見た夢 清水　大輔

13 県立市川東高等学校  彼方の光を掴むとき 和田　直也

7月24日（火）　中学校の部B部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 山武市立山武中学校 バレエ音楽≪青銅の騎士≫より グリエール

2 市原市立千種中学校 写楽 髙橋　伸哉

3 白子町立白子中学校 セドナ ライニキー

4 市原市立五井中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

5 八千代市立東高津中学校 喜歌劇「微笑みの国」セレクション レハール

6 八千代松陰中学校 オリエントの光芒　～ウインドオーケストラのために～ 片岡　寛晶

7 千葉市立貝塚中学校 バレエ音楽≪青銅の騎士≫より グリエール

8 横芝光町立横芝中学校 サントス・デュモンの大空への夢 樽屋　雅徳

9 千葉市立生浜中学校  ミシシッピ組曲 グローフェ

10 柏市立大津ケ丘中学校 「鳳凰」　～仁愛鳥譜 鈴木　英史

11 野田市立東部中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

12 八千代市立八千代台西中学校 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション レハール

13 野田市立福田中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

14 長南町立長南中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

15 横芝光町立光中学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

16 酒々井町立酒々井中学校 歌劇「運命の力」序曲 ヴェルディ

17 旭市立第一中学校 阿曇磯良 樽屋　雅徳

18 大網白里市立増穂中学校 シネマ・シメリック 天野　正道

19 成田市立遠山中学校 神々の運命 ライニキー

20 千葉市立磯辺中学校 鼓響・・・故郷 天野　正道



21 印西市立船穂中学校 ルーマニア民族舞曲 バルトーク

22 専修大学松戸中学校 ポロヌプ（大原野） 酒井　　格

23 山武市立山武南中学校 沢地萃 天野　正道

24 市川市立塩浜学園 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳

25 市原市立市東中学校 明日へ吹く風 和田　直也

26 山武市立成東中学校 雫　～ウインド・アンサンブルのための～ 天野　正道

27 市原市立八幡中学校 哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫士

28 君津市立周西南中学校 吹奏楽のための「風之舞」 福田　洋介

29 松戸市立第五中学校 ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

30 栄町立栄中学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

31 流山市立東深井中学校 写楽 髙橋　伸哉

32 松戸市立和名ケ谷中学校 復興 保科　　洋

33 東金市立東中学校 吹奏詩「ヤマタノオロチ」 高橋　宏樹

34 館山市立第二中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

35 市原市立南総中学校 復興 保科　　洋

36 野田市立二川中学校 ストラクチュアⅡ 天野　正道

37 浦安市立日の出中学校 「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹き 八木澤　教司

38 印西市立原山中学校 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

39 鋸南町立鋸南中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

40 野田市立川間中学校 クセルクセス マッキー

7月25日（水）　中学校の部B部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 佐倉市立臼井中学校 魔女と聖人 ライニキー

2 多古町立多古中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

3 習志野市立第七中学校 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より ハチャトゥリアン

4 市原市立湿津中学校 元禄 櫛田　胅之扶

5 印西市立木刈中学校 久堅の幹 長生　　淳

6 君津市立八重原中学校 ファンタジー・オブ・フライト　～空の英雄～ ロメイン

7 山武市立松尾中学校 槿の花　～千利休の愛した女～ 福島　弘和

8 成田市立吾妻中学校 ノー・シャドウ・オブ・ターニング ギリングハム

9 柏市立土中学校 交響曲第３番「ドン・キホーテ」より スミス

10 長生村立長生中学校 ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク 井澗　昌樹

11 市川市立東国分中学校 ソナチネ ラヴェル

12 浦安市立美浜中学校 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

13 船橋市立古和釜中学校 三日月の彼方 高橋　宏樹

14 千葉市立千城台南中学校 セドナ ライニキー

15 長柄町立長柄中学校 「展覧会の絵」より ムソルグスキー

16 君津市立君津中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

17 流山市立西初石中学校 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和

18 東金市立北中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

19 流山市立常盤松中学校 沢地萃 天野　正道

20 千葉市立泉谷中学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

21 四街道市立旭中学校 スクーティン・オン・ハードロック～３つの即興的ジャズ風舞曲～ ホルジンガ－

22 松戸市立栗ケ沢中学校 仮面幻想 大栗　　裕

23 袖ケ浦市立平川中学校 呪文 スミス

24 松戸市立小金北中学校 エル・カミーノ・レアル リード

25 佐倉市立臼井西中学校 アフリカ：儀式と歌，宗教的典礼 スミス

26 千葉市立若松中学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人



27 茂原市立本納中学校 夢の花　～さくらさくらによる幻想曲～ 福島　弘和

28 市原市立国分寺台中学校 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 高　　昌帥

29 いすみ市立大原中学校 すべての日の出とともに シェルドン

30 千葉市立加曽利中学校 天空への挑戦 スミス

31 松戸市立金ケ作中学校 天空の騎士　～吹奏楽のためのファンタジー 片岡　寛晶

32 銚子市立第五中学校 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳

33 印西市立西の原中学校 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳

34 市川市立第一中学校 ミュージカル「レ･ミゼラブル」より シェーンベルク

35 松戸市立牧野原中学校 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

36 柏市立柏の葉中学校 雲海の詩 高橋　宏樹

37 市川市立大洲中学校 「ホープタウンの休日」　西インド諸島の海辺の旅 ライニキー

38 印西市立滝野中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

39 市原市立辰巳台中学校 嵐の中へ スミス

7月26日（木）　中学校の部B部門3組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 富津市立大貫中学校 歌劇「サムソンとデリラ」より　バッカナール サン＝サーンス

2 木更津市立木更津第二中学校 繚乱　～能「桜川」の物語によるラプソディ 松下　倫士

3 市原市立ちはら台西中学校 歌劇「ラ・ボエーム」より プッチーニ

4 野田市立岩名中学校 哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫士

5 四街道市立四街道西中学校 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳

6 銚子市立第二中学校 ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」 八木澤　教司

7 流山市立北部中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

8 白井市立桜台中学校 繚乱　～能「桜川」の物語によるラプソディ 松下　倫士

9 八千代市立萱田中学校 遙遠の海　～アウロラを求めて～ 田村　修平

10 九十九里町立九十九里中学校 ストラクチュアⅡ 天野　正道

11 流山市立八木中学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

12 船橋市立三山中学校 「三つのジャポニスム」 真島　俊夫

13 柏市立富勢中学校 ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

14 大網白里市立白里中学校 エルサレムの光 広瀬　勇人

15 柏市立南部中学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

16 市原市立姉崎中学校 祈りとトッカータ バーンズ

17 佐倉市立佐倉東中学校 エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

18 松戸市立河原塚中学校 三つのジャポニスム 真島　俊夫

19 成田市立成田中学校 東方見聞録　～バッカナール，アジアの宴～ 福島　弘和

20 柏市立風早中学校 天雷无妄 天野　正道

21 成田市立玉造中学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司

22 麗澤中学校 ラディオベルチュラ バルベラン

23 八千代市立八千代中学校 ソングス 福島　弘和

24 富里市立富里南中学校 秘儀Ⅳ　＜行進＞ 西村　　朗

25 銚子市立銚子中学校 湖月の神話 田村　修平

26 松戸市立古ケ崎中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

27 八千代市立村上東中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

28 我孫子市立湖北中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

29 白井市立南山中学校 シンフォニック・バンドのための「パッサカリア」 兼田　　敏

30 八街市立八街南中学校 バレエ組曲「青銅の騎士」より グリエール

31 野田市立木間ケ瀬中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

32 旭市立飯岡中学校 エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

33 鎌ケ谷市立第五中学校 三つのジャポニスム 真島　俊夫



34 千葉市立こてはし台中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

35 印西市立印西中学校 パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ

36 浦安市立入船中学校 マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

37 芝浦工業大学柏中学校 紺き空へ，碧き海へ 真島　俊夫

38 一宮町立一宮中学校 繭の夢　～竜の舞う空～ 福島　弘和

39 千葉市立幕張西中学校 「相馬流山」の主題による変奏曲 福島　弘和

7月27日（金）　中学校の部B部門4組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 我孫子市立湖北台中学校 「レ･ミゼラブル」セレクション シェーンベルク

2 鴨川市立鴨川中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

3 佐倉市立臼井南中学校 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳

4 市原市立八幡東中学校 海峡をわたる風 福島　弘和

5 佐倉市立根郷中学校 ピラトゥス：ドラゴンの山 ライニキー

6 東金市立西中学校 プラトンの洞窟からの脱出 メリロ

7 八街市立八街中学校 「オセロ」より リード

8 松戸市立第六中学校 目覚める天使たち　～エイズ，死せる者へ捧ぐ ギリングハム

9 柏市立柏第三中学校 歌劇「トゥーランドット」より プッチーニ

10 千葉日本大学第一中学校 喜びの島 ドビュッシー

11 千葉市立葛城中学校 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

12 佐倉市立佐倉中学校 キリストの復活　～ゲツセマネの祈り～ 樽屋　雅徳

13 旭市立海上中学校 とこしえの声　～いまここに立つ母の姿～ 樽屋　雅徳

14 東庄町立東庄中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

15 四街道市立四街道中学校 ダビデの栄光 広瀬　勇人

16 君津市立小糸中学校 ブラック・ホークが舞うところ スミス

17 富津市立富津中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

18 東海大学付属浦安高等学校・中等部 百年祭 福島　弘和

19 佐倉市立南部中学校 アコラーダ ハックビー

20 館山市立第三中学校 おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹

21 匝瑳市立八日市場第二中学校 リンカンシャーの花束 グレインジャー

22 袖ケ浦市立長浦中学校 ガラスの千切り絵 郷間　幹男

23 船橋市立高根台中学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション レハール

24 成田市立西中学校 天国の島 佐藤　博昭

25 佐倉市立上志津中学校 サマー・ブリーズ 髙橋　伸哉

26 千葉市立誉田中学校 バンドのための民話 コウディル

27 松戸市立旭町中学校 遙遠の海　～アウロラを求めて～ 田村　修平

28 市原市立双葉中学校 バレエ音楽「竹取物語」より 三善　　晃

29 船橋市立八木が谷中学校 木花乃咲耶姫　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

30 八街市立八街北中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

31 我孫子市立久寺家中学校 桜華幻想 福島　弘和

32 松戸市立根木内中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

33 山武市立成東東中学校 三つのジャポニスム 真島　俊夫

34 香取市立山田中学校 序曲「バラの謝肉祭」 オリヴァドーティ

35 成田市立中台中学校 レパントの海戦 広瀬　勇人

36 印西市立印旛中学校 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 高　　昌帥

37 市原市立国分寺台西中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

38 大多喜町立大多喜中学校 元禄 櫛田　胅之扶

39 浦安市立見明川中学校 海の男達の歌 スミス



7月28日（土）　小学校の部B部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立南新浜小学校  鷲が舞うところ ライニキー

2 習志野市立実籾小学校  トム・ティット・トット 樽屋　雅徳

3 柏市立柏第三小学校  リバーダンス ウィーラン

4 我孫子市立新木小学校  スピリット・オブ・ザ・ファルコン ソーシード

5 柏市立酒井根東小学校  青い水平線 チェザリーニ

6 船橋市立法典小学校  マカーム・ダンス　～ウインド・アンサンブルのために 片岡　寛晶

7 浦安市立日の出南小学校  夢の花　～さくらさくらによる幻想曲～ 福島　弘和

8 市川市立大柏小学校  想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

9 柏市立高柳小学校  アメージング・グレース　－感謝と希望の歌 讃美歌

10 柏市立高田小学校  いつか見た海 足立　　正

11 市川市立幸小学校  夜間飛行 ～上空からの街の情景～ スウェアリンジェン

12 柏市立柏第一小学校  マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

13 柏市立増尾西小学校  ソロモンの指輪 広瀬　勇人

14 船橋市立八栄小学校  ポロヌプ（大原野） 酒井　　格

15 柏市立柏第二小学校  「ノートルダムの鐘」より メンケン

16 市川市立新井小学校  いつか見た海 足立　　正

17 習志野市立鷺沼小学校  虹の翼 広瀬　勇人

18 柏市立土小学校  鳳が如く　～祭り～ 樽屋　雅徳

19 松戸市立馬橋小学校  ホワイトリーフ・ヒル タッカー

20 浦安市立舞浜小学校  エリザベート クンツェ/リーヴァイ

21 柏市立柏第五小学校  トッカータとフーガ　ニ短調 バッハ

22 習志野市立秋津小学校  セレブレーション・アンド・ソング シェルドン

23 習志野市立実花小学校  日本の旋律による三つの情景 櫛田　胅之扶

24 船橋市立習志野台第一小学校  ネバーランドの冒険物語 清水　大輔

25 習志野市立屋敷小学校  スピリティッド・アウェイ　《千と千尋の神隠し》より 久石　譲／木村　弓

26 松戸市立新松戸南小学校　　  秋風の旅人 足立　　正

27 柏市立西原小学校  リパーカッションズ スミス

28 柏市立旭小学校  華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

7月29日（日）　小学校の部B部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 管楽器と打楽器のためのセレブレーション スウェアリンジェン

2 習志野市立藤崎小学校  シンフォニック・ガーシュウィン ガーシュウィン

3 柏市立柏第七小学校  草薙の剣 広瀬　勇人

4 我孫子市立湖北台東小学校 デビルズレイクの伝説 スウィーニー

5 柏市立田中小学校  エルサレムの光 広瀬　勇人

6 船橋市立行田西小学校  英雄は我が傍らに スウェアリンジェン

7 船橋市立高根東小学校  アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

8 聖徳大学附属小学校  旅鳥の夢 檜貝　道郎

9 市川市立南行徳小学校  ガーデン・イーフラット 石毛　里佳

10 船橋市立西海神小学校  風のソネット 福島　弘和

11 船橋市立三咲小学校  もののけ姫セレクション 久石　　譲

12 松戸市立小金小学校  マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

13 野田市立東部小学校 秋風の旅人 足立　　正

14 柏市立光ケ丘小学校  ゴールド・ラッシュ！ 髙橋　伸哉

15 市川市立信篤小学校  海の男達の歌 スミス

16 柏市立旭東小学校  ファイアー・イン・ザ・ブラッド クーパー



17 我孫子市立我孫子第四小学校  大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

18 松戸市立北部小学校 夜間飛行 ～上空からの街の情景～ スウェアリンジェン

19 習志野市立東習志野小学校  プンタン・ドス・アマンテス 加藤　大輝

20 柏市立松葉第二小学校  夢への冒険 福島　弘和

21 船橋市立葛飾小学校  ガラスの千切り絵 郷間　幹男

22 船橋市立古和釜小学校  斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

23 柏市立柏第八小学校  蒼天の鳥たち 八木澤　教司

24 柏市立中原小学校  河ながれるところ スウェアリンジェン

25 柏市立藤心小学校  コンチェルト・ダモーレ デ＝ハーン

26 船橋市立海神南小学校  チュプカムイ 福島　弘和

27 柏市立柏の葉小学校  おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹

7月30日（月）　高等学校の部B部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 県立千葉工業高等学校 秘儀Ⅳ　＜行進＞ 西村　　朗

2 銚子市立銚子高等学校  ノーヴェンヴァー・ナインティーン，＜リンカーン＞ 樽屋　雅徳

3 県立東金高等学校  ノアの方舟 樽屋　雅徳

4 県立船橋豊富高等学校  ゲールフォース グレイアム

5 県立大網高等学校  フラワー・クラウン 和田　直也

6 県立長生高等学校  「プリマヴェーラ」－美しき山の息吹き 八木澤　教司

7 県立津田沼高等学校 ≪地球≫　「トルヴェールの惑星」より 長生　　淳

8 県立流山南高等学校  DaJa　～南部地方盆唄「ナニャドヤラ」による～ 下田　和輝

9 茂原北陵高等学校  バレエ音楽「恋は魔術師」より ファリャ

10 県立市川南高等学校  バレエ音楽「竹取物語」より 三善　　晃

11 東海大学付属浦安高等学校  ローマの謝肉祭 ベルリオーズ

12 県立若松高等学校  エルトゥールル号の記憶　～太陽と新月の絆～ 清水　大輔

13 県立流山おおたかの森高等学校  斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

14 県立佐原高等学校  祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和

15 県立実籾高等学校  海峡の護り　～吹奏楽のために 片岡　寛晶

16 県立松尾高等学校  秘儀Ⅳ　＜行進＞ 西村　　朗

17 県立国分高等学校  銀河鉄道の夜 樽屋　雅徳

18 渋谷教育学園幕張高等学校  西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

19 日本大学習志野高等学校  「スペイン奇想曲」より リムスキー＝コルサコフ

20 東葉高等学校  交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

21 県立長狭高等学校  バレエ音楽≪青銅の騎士≫より グリエール

22 県立千葉北高等学校  風姿花伝　～秘すれば花～ 福島　弘和

23 県立東葛飾高等学校 カプレーティとモンテッキ　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～ 天野　正道

24 県立成田北高等学校 眩い星座になるために… 八木澤　教司

25 県立佐倉東高等学校  キリストの復活　～ゲツセマネの祈り～ 樽屋　雅徳

26 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 とこしえの声　～いまここに立つ母の姿～ 樽屋　雅徳

27 県立土気高等学校 人々の力　～そして彼らは空に向かう～ スミス

28 千葉学芸高等学校  ソングス 福島　弘和

29 県立白井高等学校  「ひまわり，１５本」　～ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて 八木澤　教司

30 県立安房拓心高等学校  オペラ座の怪人 ウェッバー

31 県立印旛明誠高等学校  交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

32 千葉県安房西高等学校  おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹

33 県立柏井高等学校  夢幻の如くなり 広瀬　勇人

34 県立安房高等学校  オルフェの竪琴 広瀬　勇人

35 千葉経済大学附属高等学校  「ノートルダムの鐘」より メンケン



36 県立大多喜高等学校  想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

37 県立一宮商業高等学校  神々の運命 ライニキー

38 県立銚子商業高等学校 ポップコピー マカリスター

39 県立磯辺高等学校  サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚式」間奏曲 ヒメネス

40 日出学園中学校・高等学校  ロマネスク　～アザレアの海 福島　弘和

41 県立柏中央高等学校  交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

7月31日（火）　高等学校の部B部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 中央学院高等学校  ゲルダの鏡 樽屋　雅徳

2 県立松戸馬橋高等学校  夢幻の如くなり 広瀬　勇人

3 県立東金商業高等学校  ミュージカル「レ･ミゼラブル」より シェーンベルク

4 県立君津商業高等学校  ハドリアヌスの長城 スミス

5 県立千葉女子高等学校 歌劇『ラ・ボエーム』より プッチーニ

6 県立木更津高等学校 三日月の彼方 高橋　宏樹

7 東京学館浦安中学・高等学校 「ノートルダムの鐘」より メンケン

8 県立多古高等学校 絵のない絵本 樽屋　雅徳

9 県立匝瑳高等学校 雫　～ウインド・アンサンブルのための～ 天野　正道

10 県立市原八幡高等学校 「フェニックス」　～時を超える不死鳥の舞い 八木澤　教司

11 県立四街道北高等学校  シー・オブ・ウィズダム ～知恵を持つ海～ 清水　大輔

12 成田高等学校・同付属中学校  臥龍鳳雛 樽屋　雅徳

13 県立旭農業高等学校  雫　～ウインド・アンサンブルのための～ 天野　正道

14 県立検見川高等学校  サントス・デュモンの大空への夢 樽屋　雅徳

15 県立佐原白楊高等学校  アルヴァマー序曲 バーンズ

16 松戸市立松戸高等学校  歌劇「タイス」より マスネ

17 千葉聖心高等学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

18 県立銚子高等学校  ガーデン・イーフラット 石毛　里佳

19 和洋国府台女子高等学校  アニー・ムーアの祈りの詩 樽屋　雅徳

20 県立船橋啓明高等学校  アルメニアン・ダンス　パートⅠ リード

21 二松学舎大学附属柏高等学校  パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ

22 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 ソナチネ ラヴェル

23 県立柏の葉高等学校  エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

24 県立犢橋高等学校  斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

25 県立松戸高等学校  想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

26 日本体育大学柏高等学校  桜華幻想 福島　弘和

27 東京学館高等学校  華円舞 福田　洋介

28 県立千葉南高等学校 秘儀Ⅳ　＜行進＞ 西村　　朗

29 県立沼南高柳高等学校  魔女と聖人 ライニキー

30 県立柏南高等学校 アルメニアン・ダンス　パートⅠ リード

31 県立九十九里高等学校  風の詩 福島　弘和

32 県立君津高等学校  歌劇「魔笛」より　序曲 モーツァルト

33 県立浦安高等学校  式典のための行進曲「栄光をたたえて」 内藤　淳一

34 千葉日本大学第一高等学校  夢の花・・・，幻の花・・・ 飯島　俊成

35 県立八千代東高等学校  「鳳凰」　～仁愛鳥譜 鈴木　英史

36 芝浦工業大学柏高等学校  銀河鉄道 広瀬　勇人

37 昭和学院中学校高等学校  カプレーティとモンテッキ　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～ 天野　正道

38 県立我孫子東高等学校 吹奏楽のための戯曲　〜嚆矢濫觴〜 内藤　友樹

39 植草学園大学附属高等学校  バレエ音楽「魔法の鍋」より レスピーギ

40 県立小見川高等学校 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳



41 県立船橋二和高等学校  ファンタスマゴリア 阿部　勇一

8月1日（水）　中学校の部A部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 Ⅳ 伝説のアイルランド スミス

2 流山市立東部中学校 Ⅳ 復興 保科　　洋

3 習志野市立第三中学校 Ⅳ アフリカ：儀式と歌，宗教的典礼 スミス

4 八千代市立村上中学校 Ⅳ 銀河鉄道の夜 樽屋　雅徳

5 千葉市立おゆみ野南中学校 Ⅳ 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

6 市川市立南行徳中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

7 我孫子市立布佐中学校 Ⅲ 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より 伊藤　康英

8 千葉市立草野中学校 Ⅳ 吹奏楽のための抒情的「祭」 伊藤　康英

9 八千代市立高津中学校 Ⅳ 落夏流穂 柳川　和樹

10 香取市立小見川中学校 Ⅱ 吹奏楽のための哀歌 兼田　　敏

11 船橋市立法田中学校 Ⅳ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

12 市川市立第五中学校 Ⅳ バレエ組曲「青銅の騎士」より　 グリエール

13 八千代市立勝田台中学校 Ⅱ 湖月の神話 田村　修平

14 柏市立柏第五中学校 Ⅱ シネマ・シメリック 天野　正道

15 柏市立豊四季中学校 Ⅳ 第六の幸福をもたらす宿 アーノルド

16 柏市立柏第二中学校 Ⅳ アダージョ・スウォヴィアンスキェ　ドゥルゥギェ 天野　正道

8月2日（木）　中学校の部A部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 鎌ケ谷市立第三中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

2 千葉市立蘇我中学校 Ⅱ 大阪俗謡による幻想曲 大栗　　裕

3 佐倉市立志津中学校 Ⅱ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より マスカーニ

4 柏市立柏中学校 Ⅱ カプレーティとモンテッキ　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～ 天野　正道

5 東金市立東金中学校 Ⅳ バレエ組曲「青銅の騎士」より　 グリエール

6 茂原市立冨士見中学校 Ⅳ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

7 浦安市立富岡中学校 Ⅱ 白墨の輪へのオマージュ　～グルシェの愛～ 福島　弘和

8 習志野市立第四中学校 Ⅱ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より レスピーギ

9 千葉市立土気中学校 Ⅲ ジュウ・シメリック 天野　正道

10 大網白里市立大網中学校 Ⅱ 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

11 浦安市立浦安中学校 Ⅳ 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

12 松戸市立第三中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

13 習志野市立第二中学校 Ⅳ ルイ・ブルジョワの讃美歌による変奏曲 スミス

14 茂原市立東中学校 Ⅳ 復興 保科　　洋

15 柏市立逆井中学校 Ⅳ 交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和

16 船橋市立旭中学校 Ⅳ ミュージカル「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

17 野田市立南部中学校 Ⅱ 富士山　～北斎の版画に触発されて～ 真島　俊夫

8月3日（金）　中学校の部A部門3組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 千葉市立都賀中学校 Ⅳ スピリティッド・アウェイ　《千と千尋の神隠し》より 久石　譲／木村　弓

2 船橋市立習志野台中学校 Ⅳ 「交響曲第５番」より　終楽章 ショスタコーヴィチ

3 船橋市立二宮中学校 Ⅳ 「三つのジャポニスム」より 真島　俊夫

4 柏市立柏第四中学校 Ⅳ 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

5 白井市立大山口中学校 Ⅳ 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

6 流山市立おおたかの森中学校 Ⅳ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

7 成田市立公津の杜中学校 Ⅱ ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ 高　　昌帥

8 富里市立富里中学校 Ⅱ 吹奏楽のための「天使ミカエルの嘆き」 藤田　玄播



9 浦安市立堀江中学校 Ⅱ バレエ組曲「青銅の騎士」より　 グリエール

10 千葉市立花園中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

11 習志野市立第五中学校 Ⅳ 「イタリア奇想曲」より チャイコフスキー

12 千葉市立有吉中学校 Ⅱ ・= Pop Art （ドット・イコール・ポップ・アート）　～ロイ・リキテンスタインのための音楽～ 清水　大輔

13 船橋市立若松中学校 Ⅱ 歌劇「トゥーランドット」より プッチーニ

14 船橋市立坪井中学校 Ⅳ マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

15 鎌ケ谷市立第二中学校 Ⅱ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

16 旭市立第二中学校 Ⅳ シー・オブ・ウィズダム ～知恵を持つ海～ 清水　大輔

8月4日（土）　中学校の部A部門4組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立妙典中学校 Ⅱ 交響詩「アルプスの詩」 チェザリーニ

2 我孫子市立白山中学校 Ⅱ シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」 福島　弘和

3 市川市立第二中学校 Ⅳ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 スッペ

4 松戸市立小金南中学校 Ⅳ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

5 船橋市立海神中学校 Ⅳ シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」 福島　弘和

6 柏市立西原中学校 Ⅱ マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

7 我孫子市立我孫子中学校 Ⅱ 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 高　　昌帥

8 船橋市立御滝中学校 Ⅳ 交響曲第２番「キリストの受難」 フェラン

9 市原市立ちはら台南中学校 Ⅳ 「ＧＲ」より　シンフォニック・セレクション 天野　正道

10 鎌ケ谷市立第四中学校 Ⅲ 「ホープタウンの休日」　西インド諸島の海辺の旅 ライニキー

11 市川市立第七中学校 Ⅳ ドラゴンの年 スパーク

12 市川市立福栄中学校 Ⅳ ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス ギリングハム

13 柏市立高柳中学校 Ⅱ 海の男達の歌 スミス

14 市川中学校 Ⅳ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

15 茂原市立茂原中学校 Ⅱ マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

16 松戸市立六実中学校 Ⅳ 天之御中主神　～吹奏楽のための神話～ 片岡　寛晶

17 市川市立第三中学校 Ⅳ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

18 船橋市立高根中学校 Ⅲ 交響曲第２番「キリストの受難」 フェラン

8月5日（日）　中学校の部A部門5組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 松戸市立第二中学校 Ⅳ 「ＧＲ」より　シンフォニック・セレクション 天野　正道

2 柏市立松葉中学校 Ⅳ ルイ・ブルジョワの讃美歌による変奏曲 スミス

3 千葉市立土気南中学校 Ⅳ 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

4 市川市立第四中学校 Ⅱ 喜歌劇「こうもり」セレクション シュトラウス２世

5 野田市立第一中学校 Ⅳ オリエントの光芒　～ウインドオーケストラのために～ 片岡　寛晶

6 流山市立南部中学校 Ⅱ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

7 佐倉市立西志津中学校 Ⅳ 富士山　～北斎の版画に触発されて～ 真島　俊夫

8 松戸市立第一中学校 Ⅳ 富士山　～北斎の版画に触発されて～ 真島　俊夫

9 野田市立北部中学校 Ⅱ オリエントの光芒　～ウインドオーケストラのために～ 片岡　寛晶

10 市川市立下貝塚中学校 Ⅰ 「プスタ」より ヴァン＝デル＝ロースト

11 松戸市立常盤平中学校 Ⅳ 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

12 浦安市立高洲中学校 Ⅳ 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

13 流山市立南流山中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

14 千葉市立真砂中学校 Ⅳ バレエ組曲「青銅の騎士」より グリエール

15 市川市立第八中学校 Ⅳ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

16 八千代市立大和田中学校 Ⅱ 「ノートルダムの鐘」より メンケン

17 柏市立光ケ丘中学校 Ⅱ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史



8月6日（月）　高等学校の部A部門1組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 拓殖大学紅陵高等学校 Ⅱ 二つの交響的断章 ネリベル

2 県立幕張総合高等学校 Ⅴ いざ咲き匂はざらめやも 長生　　淳

3 県立市川東高等学校 Ⅳ シネマ・シメリック 天野　正道

4 県立野田中央高等学校 Ⅳ 地底都市「カッパドキア」－妖精の宿る不思議な岩 八木澤　教司

5 県立松戸国際高等学校 Ⅱ 歌劇「ラ・ボエーム」より プッチーニ

6 県立船橋東高等学校 Ⅳ アウディヴィ・メディア・ノクテ ヴェースピ

7 県立松戸六実高等学校 Ⅱ 宇宙の音楽 スパーク

8 千葉黎明高等学校 Ⅲ キリストの復活　～ゲツセマネの祈り～　<Revised edition 2017> 樽屋　雅徳

9 千葉市立千葉高等学校 Ⅴ バレエ音楽「中国の不思議な役人」 バルトーク

10 県立佐倉高等学校 Ⅳ エクストリーム・メイク・オーヴァー　～チャイコフスキーの主題による変容～ デ＝メイ

11 東海大学付属市原望洋高等学校 Ⅳ カプレーティとモンテッキ　～「ロメオとジュリエット」その愛と死～ 天野　正道

12 専修大学松戸高等学校 Ⅳ 吹奏楽のための神話　～天の岩屋戸の物語による 大栗　　裕

13 県立千葉東高等学校 Ⅲ ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ 高　　昌帥

14 県立小金高等学校 Ⅴ パガニーニ・ロスト イン ウィンド 長生　　淳

15 県立国府台高等学校 Ⅳ エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？ 天野　正道

16 県立千葉西高等学校 Ⅴ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」より プロコフィエフ

17 千葉市立稲毛高等学校附属中学校・高等学校 Ⅳ 「ノートルダムの鐘」より メンケン

18 県立鎌ケ谷高等学校 Ⅱ 交響曲第２番「キリストの受難」 フェラン

19 木更津総合高等学校 Ⅳ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

20 市原中央高等学校 Ⅱ シンフォニエッタ第２番「祈りの鐘」 福島　弘和

8月7日（火）　高等学校の部A部門2組

No 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 敬愛学園高等学校 Ⅳ 歌劇「マノン・レスコー」より プッチーニ

2 県立千葉商業高等学校 Ⅲ 久堅の幹 長生　　淳

3 八千代松陰高等学校 Ⅱ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

4 志学館高等部 Ⅳ 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

5 県立船橋芝山高等学校 Ⅱ 「詩人と農夫」序曲 スッペ

6 市川高等学校 Ⅳ 復興 保科　　洋

7 県立四街道高等学校 Ⅳ 富士山　～北斎の版画に触発されて～ 真島　俊夫

8 麗澤高等学校 Ⅱ 青い水平線 チェザリーニ

9 県立市川昴高等学校 Ⅳ ブリュッセル・レクイエム アッペルモント

10 千葉英和高等学校 Ⅲ シネマ・シメリック 天野　正道

11 流通経済大学付属柏高等学校 Ⅲ トリトン・エムファシス 長生　　淳

12 県立柏高等学校 Ⅳ 華麗なる舞曲 スミス

13 県立成田国際高等学校 Ⅳ 時に道は美し 長生　　淳

14 県立袖ケ浦高等学校 Ⅳ バレエ音楽「四季」より　“秋”　 グラズノフ

15 県立八千代高等学校 Ⅴ 阿曇磯良 樽屋　雅徳

16 西武台千葉中学校・高等学校 Ⅱ ダビデの栄光 広瀬　勇人

17 県立薬園台高等学校 Ⅳ 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

18 県立我孫子高等学校 Ⅱ 楓葉の舞 長生　　淳

19 船橋市立船橋高等学校 Ⅱ バレエ音楽「三角帽子」より ファリャ

20 県立成東高等学校 Ⅳ アッフェローチェ 高　　昌帥


