
７月27日　中学校の部Ｃ部門1組

順 団体名 自由曲 作曲者

1 成田市立玉造中学校 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

2 四街道市立四街道中学校 桜花の光跡 高　　昌帥

3 船橋市立御滝中学校 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より アーノルド

4 船橋市立行田中学校 ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

5 香取市立佐原中学校 Ｊａｌａｎ－ｊａｌａｎ　～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉

6 渋谷教育学園幕張中学校 富士山　－北斎の版画に触発されて－ 真島　俊夫

7 千葉市立幕張中学校 エストレア 樽屋　雅徳

8 千葉市立椿森中学校 三日月の彼方 高橋　宏樹

9 佐倉市立井野中学校 イベリアン・エスカペイド シェルドン

10 船橋市立湊中学校 吹奏楽のための「風之舞」 福田　洋介

11 千葉市立花見川中学校 あそびうたによる３つのカプリッチョ 後藤　　洋

12 神崎町立神崎中学校 アウェイクンドゥ・ライク・ザ・モーン シェルドン

13 千葉市立大宮中学校 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

14 千葉市立末広中学校 七つの湖　－ブルガリア民族音楽による－ 高橋　宏樹

15 千葉市立生浜中学校 古遊技 高橋　宏樹

16 多古町立多古中学校 ブルーリッジの伝説 スウェアリンジェン

17 松戸市立新松戸南中学校 たなばた 酒井　　格

18 君津市立八重原中学校 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

19 袖ケ浦市立根形中学校 ４つの古い舞曲 ヴァン＝デル＝ロースト

20 茂原市立南中学校 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人

21 千葉市立千城台西中学校 神々の運命 ライニキー

22 勝浦市立勝浦中学校 虹の翼 広瀬　勇人

23 市原市立東海中学校 フォール　リヴァー序曲 シェルドン

24 成田市立大栄中学校 東北地方の民謡によるコラージュ 櫛田　胅之扶

25 千葉市立さつきが丘中学校 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

26 富津市立天羽中学校 サルードス・デスデ・エスパーニャ ホーヘスティン

27 流山市立東深井中学校 吹奏楽のための木挽歌 小山　清茂

28 白井市立白井中学校 コタンの雪 福島　弘和

29 富里市立富里北中学校 波立つ川 足立　　正

30 香取市立佐原第五中学校 スプリングフィールド 広瀬　勇人

31 南房総市立嶺南中学校 「スザート組曲」より　モール人の踊り，ガイヤルド，ロンド，バス・ダンス スザート

32 市原市立市原中学校 青のやまなみ 広瀬　勇人

33 市原市立姉崎東中学校 ３つの花 福田　洋介

７月28日　中学校の部Ｃ部門2組

順 団体名 自由曲 作曲者

1 松戸市立河原塚中学校 たなばた 酒井　　格

2 千葉市立都賀中学校 ガラスの千切り絵 郷間　幹男

3 千葉市立幕張本郷中学校 ナイトフライト スウェアリンジェン

4 白井市立七次台中学校 シーゲート序曲 スウェアリンジェン

5 成田市立成田中学校 序曲「サーリセルカの森」 高橋　宏樹

6 白井市立南山中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和



7 木更津市立波岡中学校 バビロン川のほとりで ハックビー

8 千葉市立緑が丘中学校 ノアの方舟 樽屋　雅徳

9 国府台女子学院中学部 三日月の彼方 高橋　宏樹

10 習志野市立第六中学校 吹奏楽のための組曲第２番　作品28ｂ ホルスト

11 千葉市立幸町第二中学校 海の男達の歌 スミス

12 千葉大学教育学部附属中学校 神々の運命 ライニキー

13 千葉市立千草台中学校 コヴィントン広場 スウェアリンジェン

14 麗澤中学校 ヘリオスフィア 坂井　貴祐

15 千葉市立千城台南中学校 インヴィクタ スウェアリンジェン

16 南房総市立富山・富浦中学校 いつか見た海 足立　　正

17 千葉市立朝日ケ丘中学校 エンカント スミス

18 館山市立第一中学校 運命の力 ニーク

19 千葉市立高洲第一中学校 明日へ吹く風 和田　直也

20 成田市立下総みどり学園 スプリングフィールド 広瀬　勇人

21 千葉市立高浜中学校 セレブレーション・アンド・ソング シェルドン

22 南房総市立千倉中学校 吹奏楽のための「風之舞」 福田　洋介

23 市原市立三和中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

24 市原市立菊間中学校 春の詩 福田　洋介

25 館山市立房南中学校 「小組曲」より　Ⅰ．イントラーダ，Ⅳ．ジーグ リード

26 千葉市立松ケ丘中学校 ピレネーを越えて 広瀬　勇人

27 市原市立有秋中学校 北溟の鳥の詩 福島　弘和

28 香取市立栗源中学校 バンドのための民話 コーディル

29 船橋市立豊富中学校 ガルーダの翼 広瀬　勇人

30 志学館中等部 序曲「アエターティス・ノワエ」 久保　太郎

31 南房総市立白浜中学校 佐々樂舞幻想 平泉　　奏

32 柏市立手賀中学校 コッツウォルズの風景 広瀬　勇人

33 船橋市立金杉台中学校 スプリングフィールド 広瀬　勇人

７月29日　中学校の部Ｃ部門3組

順 団体名 自由曲 作曲者

1 千葉市立緑町中学校 アポロ：神話と伝説 ロメイン

2 千葉市立小中台中学校 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

3 千葉市立山王中学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

4 八街市立八街南中学校 シンフォニック・エピソードⅠ 八木澤　教司

5 千葉市立打瀬中学校 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

6 千葉市立轟町中学校 シンフォニック・エピソードⅠ 八木澤　教司

7 君津市立周西南中学校 センチュリア スウェアリンジェン

8 千葉市立幸町第一中学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

9 睦沢町立睦沢中学校 センチュリア スウェアリンジェン

10 いすみ市立国吉中学校 センチュリア スウェアリンジェン

11 木更津市立木更津第三中学校 ネイサン・ヘイル・トリロジー カーナウ

７月29日　高等学校の部Ｃ部門

順 団体名 自由曲 作曲者

1 国府台女子学院高等部 吹奏楽のための音詩「我ら鷲の如く空を舞う」 八木澤　教司



2 東邦大学付属東邦中学校・高等学校 フィールズ・オーバーチュア 高橋　宏樹

3 県立船橋法典高等学校 スピリット・オブ・ザ・ファルコン ソーシード

4 県立松戸向陽高等学校 ゲルダの鏡 樽屋　雅徳

5 県立佐倉東高等学校 バレエ組曲「シルヴィア」より　Ⅳ．バッカスの行列 ドリーブ

6 県立柏陵高等学校 ソロモンの指輪 広瀬　勇人

7 県立犢橋高等学校 ロマネスク　～アザレアの海 福島　弘和

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

9 県立市川工業高等学校 風の詩 福島　弘和

10 県立船橋古和釜高等学校 歌劇「売られた花嫁」より　道化師の行進，春の踊り スメタナ

11 県立姉崎高等学校 沢地萃 天野　正道

12 県立京葉高等学校 佐々樂舞幻想 平泉　　奏

13 県立船橋北高等学校 天の剣 福田　洋介

14 県立沼南高等学校 青のやまなみ 広瀬　勇人

15 県立大原高等学校 ラバー・ダック・レース　～おもちゃのアヒルの大冒険～ 宮川　成治

16 県立浦安南高等学校 ある素敵な日に 片岡　寛晶

17 県立船橋豊富高等学校 北の鳥たち 広瀬　勇人

18 県立市原高等学校 シンガプーラ組曲 ヴァン＝デル＝ロースト

19 県立八街高等学校 春の牧歌 福田　洋介


