
7月20日　高等学校の部Ｂ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 千葉県安房西高等学校 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

2 県立君津高等学校 吹奏楽のための俗祭 和田　　薫

3 県立安房高等学校 ノアの方舟 樽屋　雅徳

4 県立流山おおたかの森高等学校 海峡の護り～吹奏楽のために 片岡　寛晶

5 県立松戸高等学校 銀河鉄道の夜 樽屋　雅徳

6 県立柏中央高等学校 交響的詩曲「走れメロス」 福島　弘和

7 県立千城台高等学校 アポロ：神話と伝説 ロメイン

8 中央学院高等学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

9 東葉高等学校 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

10 県立印旛明誠高等学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

11 日本体育大学柏高等学校 「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

12 県立匝瑳高等学校 エルサレムの光 広瀬　勇人

13 県立沼南高柳高等学校 ミュージカル「ミス・サイゴン」より シェーンベルク

14 県立佐原高等学校 夜空を輝らすオリオンの月の小舟 樽屋　雅徳

15 県立白井高等学校 ザ・リング・オブ・ブロッガー　～太古の聖なる祭壇～ 八木澤　教司

16 県立検見川高等学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

17 二松学舎大学附属柏高等学校 組曲「展覧会の絵」より ムソルグスキー

18 県立浦安高等学校 仰ぎ見ること　～泰山北斗の如し 八木澤　教司

19 県立船橋二和高等学校 槿の花　～千利休の愛した女～ 福島　弘和

20 県立千葉南高等学校 「交響三章」より　第３楽章 三善　　晃

21 県立柏の葉高等学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

22 成田高等学校・同付属中学校 無辜の祈り 樽屋　雅徳

23 県立船橋啓明高等学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

24 日出学園中学校・高等学校 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

25 県立市川南高等学校 青い水平線 チェザリーニ

26 県立柏南高等学校 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

27 県立九十九里高等学校 潮彩 鹿野　草平

28 県立津田沼高等学校 序曲「春の猟犬」 リード

29 県立安房拓心高等学校 百年祭 福島　弘和

30 県立大多喜高等学校 歌劇「つばめ」より プッチーニ

31 県立佐原白楊高等学校 Ｊａｌａｎ－ｊａｌａｎ　～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉

32 県立松尾高等学校 「ゴースト・トレイン」より　Ⅰ．ゴーストトレイン，Ⅱ．駅にて，Ⅲ．ザ・モチーヴ・レヴォリューション ウィテカー

33 東京学館高等学校 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

34 松戸市立松戸高等学校 富士山　－北斎の版画に触発されて－ 真島　俊夫

35 県立千葉女子高等学校 北からの風よ 福島　弘和

36 県立大網高等学校 北の鳥たち 広瀬　勇人

37 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 交響組曲「もののけ姫」より　シシ神の森，ＴＡ・ＴＡ・ＲＩ・ＧＡ・ＭＩ，黄泉の世界 久石　　譲



38 県立東金商業高等学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

39 県立多古高等学校 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和

40 県立東葛飾高等学校 沢地萃 天野　正道

41 県立船橋芝山高等学校 組曲「ハーリ　ヤーノシュ」より　Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ コダーイ

7月21日　高等学校の部Ｂ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 県立若松高等学校 沢地萃 天野　正道

2 茂原北陵高等学校 アーサー王と三人の湖の乙女 樽屋　雅徳

3 県立流山南高等学校 「もののけ姫」セレクション 久石　　譲

4 千葉聖心高等学校 森にいだかれて 福島　弘和

5 昭和学院中学校高等学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

6 千葉経済大学附属高等学校 リバーダンス ウィーラン

7 千葉市立稲毛高等学校・附属中学校 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

8 千葉商科大学付属高等学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

9 県立旭農業高等学校 雪月花 櫛田　胅之扶

10 和洋国府台女子高等学校 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

11 県立実籾高等学校 アフリカの儀式と歌，宗教的典礼 スミス

12 県立木更津高等学校 哀歌　～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫士

13 県立薬園台高等学校 よみがえる大地への前奏曲 鹿野　草平

14 渋谷教育学園幕張高等学校 吹奏楽のための狂詩曲　～九頭龍大神の伝説による 近藤　礼隆

15 県立銚子高等学校 「小さな楽団のための組曲」より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 高橋　宏樹

16 芝浦工業大学柏高等学校 ピレネーを越えて 広瀬　勇人

17 県立一宮商業高等学校 おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹

18 県立長生高等学校 乱世の神威　幸村 樽屋　雅徳

19 県立松戸馬橋高等学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

20 我孫子二階堂高等学校 「ハンガリーの風景」より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ バルトーク

21 県立成田北高等学校 秋庭楽 櫛田　胅之扶

22 県立市原八幡高等学校 乱世の神威　幸村 樽屋　雅徳

23 県立磯辺高等学校 バレエ音楽「青銅の騎士」より グリエール

24 県立小見川高等学校 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史

25 県立四街道北高等学校 よみがえる大地への前奏曲 鹿野　草平

26 東京学館浦安高等学校 プラトンの洞窟からの脱出 メリロ

27 県立銚子商業高等学校 ガリア戦記 ピクール

28 県立東金高等学校 三日月の彼方 高橋　宏樹

29 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 ノーヴェンバー・ナインティーン　～リヴァイズドエディション～ 樽屋　雅徳

30 県立国分高等学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

31 県立野田中央高等学校 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史

32 日本大学習志野高等学校 たなばた 酒井　　格

33 植草学園大学附属高等学校 喜歌劇「小鳥売り」セレクション ツェラー



34 千葉学芸高等学校 「小さな眠りの精」より シュミット

35 県立我孫子東高等学校 序曲「バラの謝肉祭」 オリヴァドーティ

36 県立土気高等学校 交響詩「スパルタクス」 ヴァン＝デル＝ロースト

37 東海大学付属浦安高等学校 ルーマニア狂詩曲　第１番 エネスコ

38 県立君津商業高等学校 伝説のアイルランド スミス

39 県立長狭高等学校 バレエ音楽「アパラチアの春」 コープランド

40 千葉日本大学第一高等学校 組曲「クープランの墓」より　プレリュード，トッカータ ラヴェル

7月23日　小学生の部Ｃ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 柏市立富勢小学校 こびとの森 広瀬　勇人

2 市川市立国府台小学校 コレオグラフィー シェルドン

3 我孫子市立根戸小学校 フィールズ・オーバーチュア 高橋　宏樹

4 流山市立江戸川台小学校 カルカソンヌの城 広瀬　勇人

5 船橋市立法典東小学校 ショート・ストーリーズ 江原　大介

6 柏市立風早北部小学校 故郷　～希望への序曲～ 岡野　貞一

7 柏市立高柳西小学校 大きな古時計による変奏曲 ワーク

8 市川市立百合台小学校 ブラヴーラ！ ニーク

9 松戸市立八ケ崎第二小学校 「チャーリーとチョコレート工場」より　Ⅰ，Ⅱ エルフマン

10 船橋市立芝山西小学校 セドナ ライニキー

11 野田市立二川小学校 架空のゲームファンタジーへの音楽「フランチェスカの鐘」 内藤　淳一

12 柏市立松葉第二小学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

13 船橋市立三山東小学校 「雲海の詩」より　Ⅰ．前奏曲，Ⅱ．歌，Ⅲ．舞曲 高橋　宏樹

14 柏市立松葉第一小学校 三つのチェコ民謡 ヴィンソン

15 柏市立土南部小学校 ダコタ デ＝ハーン

16 柏市立田中北小学校 カグラ　ミックス 東枝　達郎

17 一宮町立一宮小学校 君の瞳に恋してる クルー／ゴーディオ

18 野田市立川間小学校 アフリカン　シンフォニー マッコイ

19 野田市立東部小学校 スペース・アドベンチャー 富士原　裕章

20 野田市立岩木小学校 光の道しるべ 岩村　雄太

21 松戸市立新松戸南小学校　　 和太鼓とバンドのための「狂詩曲」 水口　　透

7月23日　小学生の部Ｂ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 船橋市立行田西小学校 永遠の輝き スウェアリンジェン

2 八街市立朝陽小学校 ミュージカル「ミス・サイゴン」より シェーンベルク

3 柏市立土小学校 「ノートルダムの鐘」より メンケン

4 松戸市立中部小学校 「ガリバー旅行記」より　Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ アッペルモント

5 我孫子市立湖北台東小学校 霧の中に差す陽光 スウィーニー

6 柏市立藤心小学校 明日へ吹く風 和田　直也

7 船橋市立習志野台第一小学校 小さな森のラ・フォリア　吹奏楽のための幻想曲 伊藤　康英



8 柏市立酒井根西小学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

9 柏市立柏の葉小学校 いつか見た海 足立　　正

10 浦安市立舞浜小学校 百年祭 福島　弘和

11 柏市立酒井根東小学校 ザ　レッド　マシーン グレイアム

12 市川市立南行徳小学校 ガラスの千切り絵 郷間　幹男

13 我孫子市立我孫子第四小学校 吹奏詩「ヤマタノオロチ」 高橋　宏樹

14 習志野市立藤崎小学校 吹奏楽のための交響的ファンタジー　ハウルの動く城 久石　　譲

15 習志野市立実籾小学校 夢の花　～さくらさくらによる幻想曲～ 福島　弘和

16 柏市立田中小学校 Ｊａｌａｎ－ｊａｌａｎ　～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉

17 我孫子市立我孫子第三小学校 神々の運命 ライニキー

18 柏市立柏第五小学校 スターライト・ウインク 髙橋　伸哉

7月24日　小学生の部Ｃ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 松戸市立八ケ崎小学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

2 野田市立宮崎小学校 コレオグラフィー シェルドン

3 松戸市立横須賀小学校 コンチェルト・ダモーレ デ＝ハーン

4 市川市立富美浜小学校 レールウェイ 髙橋　伸哉

5 船橋市立二和小学校 ピレネーを越えて 広瀬　勇人

6 野田市立南部小学校 マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

7 市川市立宮久保小学校 ラプソディック・エピソード カーター

8 柏市立柏第四小学校 ブレイブハート 広瀬　勇人

9 市川市立真間小学校 「アルルの女第２組曲」より　ファランドール ビゼー

10 館山市立館山小学校 蒼天の鳥たち 八木澤　教司

11 野田市立北部小学校 八幡の欅　～悠久の時を超えて～ 足立　　正

12 松戸市立相模台小学校 センチュリア スウェアリンジェン

13 柏市立柏第七小学校 「雲海の詩」より　Ⅰ．前奏曲，Ⅱ．歌，Ⅲ．舞曲 高橋　宏樹

14 我孫子市立高野山小学校 フェスティーヴォ ネリベル

15 柏市立西原小学校 青のやまなみ 広瀬　勇人

16 松戸市立矢切小学校 交響詩曲「西遊記」 福島　弘和

17 松戸市立新松戸西小学校 明日へ吹く風 和田　直也

18 市川市立柏井小学校 セドナ ライニキー

19 市川市立福栄小学校 星の通り道 和田　直也

20 野田市立中央小学校 スプリングフィールド 広瀬　勇人

21 流山市立向小金小学校 スプリングフィールド 広瀬　勇人

7月24日　小学生の部Ｂ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 船橋市立葛飾小学校 沢地萃 天野　正道

2 船橋市立三咲小学校 「ノートルダムの鐘」より メンケン

3 柏市立柏第一小学校 フィギュレーション　～祭礼幻想～ 櫛田　胅之扶



4 柏市立高柳小学校 コンチェルト・ダモーレ デ＝ハーン

5 船橋市立海神南小学校 メトセラⅡ　～打楽器群と吹奏楽のために～ 田中　　賢

6 船橋市立古和釜小学校 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳

7 市川市立信篤小学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

8 習志野市立秋津小学校 波立つ川 足立　　正

9 市川市立新井小学校 ノアの方舟 樽屋　雅徳

10 柏市立旭小学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

11 柏市立光ケ丘小学校 神々の運命 ライニキー

12 柏市立中原小学校 大草原の歌 ミッチェル

13 松戸市立小金小学校 フェスティーヴォ ネリベル

14 松戸市立馬橋小学校 ウインドリヴァー山脈への帰還 スピアーズ

15 船橋市立八栄小学校 若き英雄の挑戦　４四桂馬 鹿野　草平

16 船橋市立法典小学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

17 柏市立柏第八小学校 「インスパイア！」　～夢見る子供の旅 八木澤　教司

18 我孫子市立新木小学校 ロビンソン　クルーソー アッペルモント

7月25日　小学生の部Ｃ部門3組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立塩焼小学校 ストーン　マウンテン　ファンタジー ハックビー

2 柏市立十余二小学校 マジェスティア スウェアリンジェン

3 流山市立小山小学校 「イギリス民謡による３つの小品」より　１．お父さんのために踊ろう，２．おおウェイリィ、ウェイリィ，３．ボビー・シャフトー スパーク

4 市川市立南新浜小学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」より　ハイライト シェーンベルク

5 流山市立八木北小学校 オーヴァーチュラ ハックビー

6 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

7 野田市立清水台小学校 デビルズレイクの伝説 スウィーニー

8 市川市立国分小学校 インヴィクタ スウェアリンジェン

9 習志野市立谷津南小学校 エンカント スミス

10 市川市立中国分小学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

11 野田市立柳沢小学校 バンドのための民話 コーディル

12 我孫子市立我孫子第一小学校 古代の歌と踊り ボルゴ

13 野田市立尾崎小学校 バンドのための民話 コーディル

14 野田市立七光台小学校 スター・ファンタジー 後藤　　洋

15 市川市立北方小学校 歌劇「イーゴリ公」より　ポーロヴェツ人の踊りと合唱 ボロディン

16 柏市立大津ケ丘第一小学校 喜びの風 ハックビー

17 野田市立関宿中央小学校 コヴィントン広場 スウェアリンジェン

18 柏市立名戸ケ谷小学校 アメージング・グレース　－感謝と希望の歌 讃美歌

19 市川市立中山小学校 ラデツキー行進曲 シュトラウス１世

20 船橋市立金杉台小学校 鷲の舞うところ ライニキー



7月25日　小学生の部Ｂ部門3組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 船橋市立塚田小学校 吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より 坂井　貴祐

2 柏市立柏第三小学校 喜びの島 ドビュッシー

3 習志野市立鷺沼小学校 ハガニア・プレリュード 加藤　大輝

4 流山市立流山小学校 仰ぎ見ること　～泰山北斗の如し 八木澤　教司

5 柏市立増尾西小学校 風立つときに 田嶋　　勉

6 船橋市立西海神小学校 ファイト　フォア　ザ　フューチャー 下田　和輝

7 市川市立大洲小学校 マザーマ（太平洋北西部の伝説） チャッタウェイ

8 市川市立大柏小学校 海の男達の歌 スミス

9 柏市立旭東小学校 タッチ　ザ　トップ！　～ロッククライマーの挑戦～ 下田　和輝

10 船橋市立高根東小学校 春に寄せて　～風は光り、春はひらめく～ 福島　弘和

11 柏市立高田小学校 ＢＵ－ＧＡ－ＫＵ 福田　洋介

12 聖徳大学附属小学校 その海は七色に輝く 檜貝　道郎

13 市川市立幸小学校 センチュリア スウェアリンジェン

14 習志野市立東習志野小学校 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳

15 船橋市立若松小学校 「カルメン組曲第１番」より　アラゴネーズ，終曲 ビゼー

16 柏市立柏第二小学校 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

17 市川市立新浜小学校 元禄 櫛田　胅之扶

18 柏市立大津ケ丘第二小学校 デビルズレイクの伝説 スウィーニー

7月26日　中学校の部Ｊｒ部門

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立第八中学校 ホープタウンの休日 ライニキー

2 我孫子市立白山中学校 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

3 野田市立南部中学校 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

4 千葉市立おゆみ野南中学校 光のソネット　～２つの聖歌による 福島　弘和

5 船橋市立旭中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

6 船橋市立習志野台中学校 アイガー スウェアリンジェン

7 習志野市立第四中学校 「スラブ舞曲集」より　第10番，第８番 ドヴォルザーク

8 千葉市立蘇我中学校 スプリングフィールド 広瀬　勇人

9 市川市立第七中学校 鷲の舞うところ ライニキー

10 柏市立酒井根中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

11 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

12 成田市立公津の杜中学校 時の流れ スウェアリンジェン

13 船橋市立坪井中学校 ケルト民謡による組曲 ケルト民謡

14 酒々井町立酒々井中学校 吹奏楽のためのセレナーデ 福島　弘和

15 習志野市立第二中学校 バレエ音楽「恋は魔術師」より ファリャ

16 習志野市立第五中学校 組曲「動物の謝肉祭」より サン＝サーンス

17 柏市立豊四季中学校 インカンテーション スミス



18 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

19 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

20 八千代市立勝田台中学校 花は咲く 菅野　よう子

21 市川市立第二・第五中学校 三つのチェコ民謡 ヴィンソン

22 佐倉市立西志津中学校 ３つのわらべうた 高橋　宏樹

23 船橋市立海神中学校 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹

24 市川市立第四中学校 マイ・ホームタウン 広瀬　勇人

7月26日　高等学校の部Ｊｒ部門

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 県立市川東高等学校 たなばた 酒井　　格

2 県立小金高等学校 吹奏楽のための第２組曲 リード

3 県立千葉西高等学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

4 西武台千葉中学校・高等学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

5 千葉市立千葉高等学校 「相馬流山」の主題による変奏曲 福島　弘和

6 県立国府台高等学校 「インスパイア！」　～夢見る子供の旅 八木澤　教司

7 拓殖大学紅陵高等学校 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

8 県立幕張総合高等学校 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

9 NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE 序曲「春の猟犬」 リード

10 習志野サウンドきらっターズ☆ 「シンフォニエッタ」より　Ⅴ ヤナーチェク

11 船橋市立船橋高等学校 スパルタクス ヴァン＝デル＝ロースト

12 県立千葉商業高等学校 「神秘の花」　－ギュスターヴ・モローに寄せて 八木澤　教司

7月27日　中学校の部Ｂ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 我孫子市立湖北中学校 時つ風　～我が智謀の剣～ 樽屋　雅徳

2 千葉市立稲毛中学校 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス ギリングハム

3 市原市立八幡東中学校 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳

4 松戸市立第五中学校 アンド・キャン・イット・ビー ギリングハム

5 いすみ市立大原中学校 斑鳩の空 櫛田　胅之扶

6 千葉市立天戸中学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

7 浦安市立見明川中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

8 野田市立岩名中学校 典礼の舞 ホルジンガー

9 一宮町立一宮中学校 バレエ音楽「青銅の騎士」より グリエール

10 市原市立八幡中学校 ファンタスマゴリア 阿部　勇一

11 東金市立北中学校 ビヨンド・ザ・ホライズン 成田　　勤

12 成田市立西中学校 ミュージカル「ミス・サイゴン」より シェーンベルク

13 山武市立松尾中学校 ストラクチュア　Ⅲ 天野　正道

14 松戸市立金ケ作中学校 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

15 君津市立君津中学校 エリザベート クンツェ／リーヴァイ

16 香取市立山田中学校 セレブレーション・アンド・ソング シェルドン



17 館山市立第二中学校 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

18 市原市立千種中学校 秘儀Ⅱ　～７声部の管楽オーケストラと４人の打楽器奏者のための～ 西村　　朗

19 流山市立八木中学校 喜歌劇「天国と地獄」序曲 オッフェンバック

20 長柄町立長柄中学校 ルーマニア民俗舞曲 バルトーク

21 四街道市立四街道北中学校 ロマネスク　～アザレアの海 福島　弘和

22 鴨川市立鴨川中学校 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

23 流山市立北部中学校 夜空を輝らすオリオンの月の小舟 樽屋　雅徳

24 柏市立土中学校 吹奏楽のための"小狂詩曲" 大栗　　裕

25 銚子市立第七中学校 春に寄せて　～風は光り、春はひらめく～ 福島　弘和

26 東庄町立東庄中学校 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

27 千葉日本大学第一中学校 バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より ラヴェル

28 館山市立第三中学校 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

29 松戸市立第六中学校 暗黒の一千年代 シュワントナー

30 流山市立常盤松中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

31 長南町立長南中学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司

32 印西市立印西中学校 蒼の躍動 江原　大介

7月28日　中学校の部Ｂ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 船橋市立高根中学校 キリストの復活　～ゲツセマネの祈り～ 樽屋　雅徳

2 九十九里町立九十九里中学校 アルカディア 広瀬　勇人

3 松戸市立古ケ崎中学校 エルサレムの光 広瀬　勇人

4 千葉市立磯辺中学校 選ばれし者　～ヤマタノオロチ伝説によるファンタジー～ 松下　倫士

5 鎌ケ谷市立第四中学校 蒼の躍動 江原　大介

6 千葉市立加曽利中学校 バンドのための民話 コーディル

7 富里市立富里中学校 ちはやふる 樽屋　雅徳

8 鎌ケ谷市立第三中学校 「仮面舞踏会」より ハチャトゥリアン

9 市原市立若葉中学校 「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

10 富里市立富里南中学校 組曲「虫」より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ シシー

11 浦安市立高洲中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

12 木更津市立木更津第二中学校 土蜘蛛伝説　～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 松下　倫士

13 千葉市立貝塚中学校 ちはやふる 樽屋　雅徳

14 野田市立関宿中学校 東北地方の民謡によるコラージュ 櫛田　胅之扶

15 船橋市立八木が谷中学校 海の男達の歌 スミス

16 八街市立八街北中学校 仰ぎ見ること　～泰山北斗の如し 八木澤　教司

17 山武市立成東中学校 元禄 櫛田　胅之扶

18 千葉市立誉田中学校 ハンガリー農民の歌 バルトーク

19 市川市立第一中学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋　雅徳

20 鎌ケ谷市立第五中学校 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史

21 千葉市立こてはし台中学校 たなばた 酒井　　格



22 柏市立大津ケ丘中学校 ノーヴェンバー・ナインティーン 樽屋　雅徳

23 芝浦工業大学柏中学校 「異国」より　１．ロシア，３．スペイン，４．ポーランド モシュコフスキ

24 袖ケ浦市立平川中学校 リバーダンス ウィーラン

25 市原市立湿津中学校 ガラスの千切り絵 郷間　幹男

26 我孫子市立久寺家中学校 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

27 印西市立西の原中学校 ゲルダの鏡 樽屋　雅徳

28 松戸市立小金北中学校 アルメニアン・ダンス　パートⅠ リード

29 大多喜町立大多喜中学校 魔女と聖人 ライニキー

30 市原市立姉崎中学校 喜歌劇「こうもり」セレクション シュトラウス２世

31 八千代市立萱田中学校 草薙の剣 広瀬　勇人

32 銚子市立第二中学校 繚乱　～能「桜川」の物語によるラプソディ 松下　倫士

7月29日　中学校の部Ｂ部門3組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 我孫子市立湖北台中学校 序曲「サーリセルカの森」 高橋　宏樹

2 船橋市立三山中学校 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

3 市川市立塩浜学園 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

4 佐倉市立佐倉東中学校 バレエ音楽「青銅の騎士」より グリエール

5 大網白里市立増穂中学校 ミュージカル「ミス・サイゴン」より シェーンベルク

6 富津市立富津中学校 ハドリアヌスの長城 スミス

7 東金市立東金中学校 ファントム・ドゥ・ラムール　－幻影－ 天野　正道

8 市川市立下貝塚中学校 オペラ座の怪人 ウェバー

9 習志野市立第七中学校 歌劇「蝶々夫人」ハイライト プッチーニ

10 佐倉市立臼井南中学校 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 樽屋　雅徳

11 成田市立吾妻中学校 セレブレーション カーナウ

12 市川市立大洲中学校 バビロン川のほとりで ハックビー

13 四街道市立四街道西中学校 ラザロの復活 樽屋　雅徳

14 印西市立滝野中学校 ちはやふる 樽屋　雅徳

15 千葉市立泉谷中学校 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

16 松戸市立和名ケ谷中学校 ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

17 野田市立川間中学校 コルドゥーン メリロ

18 佐倉市立南部中学校 名誉が勝るとき スウェアリンジェン

19 松戸市立根木内中学校 セドナ ライニキー

20 浦安市立日の出中学校 秘儀Ⅳ　＜行進＞ 西村　　朗

21 浦安市立明海中学校 華の伽羅奢　～花も花なれ　人も人なれ～ 樽屋　雅徳

22 野田市立福田中学校 ベンスルダトゥの３つの冠 樽屋　雅徳

23 佐倉市立上志津中学校 アトラス　～夢への地図～ 福島　弘和

24 東金市立西中学校 繭の夢　～竜の舞う空～ 福島　弘和

25 印西市立原山中学校 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

26 佐倉市立臼井西中学校 セイル　オブ　タイム ギリングハム



27 四街道市立千代田中学校 ファンタスマゴリア 阿部　勇一

28 袖ケ浦市立長浦中学校 ガーデン・イーフラット 石毛　里佳

29 松戸市立牧野原中学校 三つのジャポニスム 真島　俊夫

30 市原市立市東中学校 ソロモンの指輪 広瀬　勇人

31 旭市立第一中学校 アンナの見る夢 樽屋　雅徳

32 市川市立東国分中学校 ミュージカル「ミス・サイゴン」より シェーンベルク

7月30日　中学校の部Ｂ部門4組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 佐倉市立臼井中学校 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 鋸南町立鋸南中学校 百年祭 福島　弘和

3 千葉市立有吉中学校 ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク 井澗　昌樹

4 市原市立五井中学校 信長　～ルネサンスの光芒　作品66 鈴木　英史

5 八千代市立東高津中学校 おもちゃ箱のファンタジー 高橋　宏樹

6 東金市立東中学校 海峡をわたる風 福島　弘和

7 銚子市立第三中学校 エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

8 柏市立柏第三中学校 パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ

9 旭市立海上中学校 カルペ・ディエム 樽屋　雅徳

10 浦安市立美浜中学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

11 銚子市立銚子中学校 月の影・太陽の光 下田　和輝

12 成田市立中台中学校 フィールズ・オーバーチュア 高橋　宏樹

13 野田市立東部中学校 いつも風　巡り会う空 福島　弘和

14 松戸市立旭町中学校 蒼海の覇道 田村　修平

15 柏市立風早中学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

16 船橋市立高根台中学校 セドナ ライニキー

17 匝瑳市立八日市場第二中学校 センチュリア スウェアリンジェン

18 銚子市立第五中学校 メグルモノ　～ジョン万エンケレセ～ 樽屋　雅徳

19 印西市立木刈中学校 想いの和々　～revive 片岡　寛晶

20 いすみ市立岬中学校 スパイ・リング ソーシード

21 千葉市立葛城中学校 交響組曲「遥かなる大地へ」 ウィリアムズ

22 千葉市立若松中学校 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 樽屋　雅徳

23 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 プラトンの洞窟からの脱出 メリロ

24 八千代市立八千代中学校 西遊記　～天竺への道 広瀬　勇人

25 市原市立国分寺台中学校 ジュウ・シメリック 天野　正道

26 市原市立ちはら台西中学校 歌劇「トゥーランドット」より プッチーニ

27 木更津市立畑沢中学校 こびとの森 広瀬　勇人

28 市川市立高谷中学校 ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク 井澗　昌樹

29 茂原市立本納中学校 「フェニックス」　～時を超える不死鳥の舞い 八木澤　教司

30 印西市立船穂中学校 七つの湖　－ブルガリア民族音楽による－ 高橋　宏樹

31 浦安市立入船中学校 沢地萃 天野　正道



32 栄町立栄中学校 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史

7月31日　中学校の部Ｂ部門5組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 君津市立周東中学校 ガラスの千切り絵 郷間　幹男

2 流山市立西初石中学校 遠つ人　～雁金の宰～ 樽屋　雅徳

3 富津市立大貫中学校 エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

4 柏市立南部中学校 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

5 白子町立白子中学校 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 福島　弘和

6 野田市立第二中学校 「花時計」より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ 森田　一浩

7 野田市立木間ケ瀬中学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司

8 成田市立遠山中学校 吹奏楽のための「風之舞」 福田　洋介

9 大網白里市立白里中学校 斑鳩の空 櫛田　胅之扶

10 旭市立飯岡中学校 「弦楽四重奏曲　第２番」より　第２楽章 バルトーク

11 市原市立国分寺台西中学校 秘儀Ⅱ　～７声部の管楽オーケストラと４人の打楽器奏者のための～ 西村　　朗

12 船橋市立古和釜中学校 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

13 八千代市立村上東中学校 狂詩曲「祭り」　～津軽の鼓動 福島　弘和

14 流山市立東部中学校 「もののけ姫」ファンタジック・シーン 久石　　譲

15 市原市立双葉中学校 蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～ 清水　大輔

16 山武市立成東東中学校 草薙の剣 広瀬　勇人

17 八千代松陰中学校 エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？ 天野　正道

18 八千代市立八千代台西中学校 ＢＵ－ＧＡ－ＫＵ 福田　洋介

19 山武市立山武中学校 ノアの方舟 樽屋　雅徳

20 佐倉市立根郷中学校 哀歌　～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下　倫士

21 松戸市立栗ケ沢中学校 瑜伽行中観　～吾妻鏡異聞～ 天野　正道

22 印西市立印旛中学校 パラフレーズ・パァ≪スタティック・エ・エクスタティック≫アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ 天野　正道

23 市原市立南総中学校 繚乱　～能「桜川」の物語によるラプソディ 松下　倫士

24 柏市立柏の葉中学校 ガルーダの翼 広瀬　勇人

25 野田市立二川中学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司

26 白井市立桜台中学校 東北地方の民謡によるコラージュ 2011 櫛田　胅之扶

27 横芝光町立横芝中学校 絵のない絵本 樽屋　雅徳

28 八街市立八街中央中学校 管楽アンサンブルの為のアポクリファ 清水　大輔

29 船橋市立三田中学校 歌劇「イーゴリ公」より　ダッタン人の踊り ボロディン

30 専修大学松戸中学校 アルヴァマー序曲 バーンズ

31 横芝光町立光中学校 エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

8月1日　中学校の部Ａ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 柏市立柏中学校 Ⅱ 「風を織る」　～吹奏楽のためのセレナード 鈴木　英史

2 佐倉市立志津中学校 Ⅲ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より プッチーニ

3 酒々井町立酒々井中学校 Ⅲ 鼓響・・・故郷 天野　正道



4 柏市立光ケ丘中学校 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

5 松戸市立小金南中学校 Ⅱ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

6 柏市立高柳中学校 Ⅱ リバーダンス ウィーラン

7 市原市立ちはら台南中学校 Ⅱ 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

8 野田市立南部中学校 Ⅲ オリンピカ ヴァン＝デル＝ロースト

9 習志野市立第五中学校 Ⅰ 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より アーノルド

10 柏市立田中中学校 Ⅱ 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

11 流山市立南流山中学校 Ⅰ 喜歌劇「こうもり」セレクション シュトラウス２世

12 八千代市立村上中学校 Ⅳ マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

13 市川中学校 Ⅲ バレエ音楽「青銅の騎士」より グリエール

14 船橋市立習志野台中学校 Ⅳ アルメニアン・ダンス　パートⅠ リード

15 八千代市立大和田中学校 Ⅱ ムジカ・エスノート　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

16 我孫子市立布佐中学校 Ⅱ 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション カールマン

17 野田市立北部中学校 Ⅲ 「水夫と鯨」より　Ⅰ，Ⅴ マクベス

18 船橋市立坪井中学校 Ⅰ 歌劇「イーゴリ公」より　ポーロヴェツ人の踊りと合唱 ボロディン

19 柏市立西原中学校 Ⅳ 眩い星座になるために… 八木澤　教司

20 浦安市立富岡中学校 Ⅰ 世の終わりへの行進 ネリベル

21 流山市立おおたかの森中学校 Ⅳ 梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 福島　弘和

22 流山市立南部中学校 Ⅱ 民衆を導く自由の女神 樽屋　雅徳

8月2日　中学校の部Ａ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 八街市立八街中学校 Ⅱ 魔女と聖人 ライニキー

2 柏市立柏第五中学校 Ⅱ リバーダンス ウィーラン

3 浦安市立堀江中学校 Ⅱ 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション カールマン

4 千葉市立おゆみ野南中学校 Ⅱ シー・オブ・ウィズダム ～知恵を持つ海～ 清水　大輔

5 柏市立豊四季中学校 Ⅱ リンコドンティプス　～蒼き海の守り神～ 樽屋　雅徳

6 柏市立柏第二中学校 Ⅱ 蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～ 清水　大輔

7 千葉市立草野中学校 Ⅳ 祝典のための音楽 スパーク

8 白井市立大山口中学校 Ⅱ 火の伝説 櫛田　胅之扶

9 船橋市立若松中学校 Ⅲ 天之御中主神　～吹奏楽のための神話～ 片岡　寛晶

10 船橋市立法田中学校 Ⅱ プラネット・ナイン　～未知への軌跡～ 樽屋　雅徳

11 旭市立第二中学校 Ⅱ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

12 習志野市立第三中学校 Ⅱ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

13 松戸市立第一中学校 Ⅲ 森の贈り物 酒井　　格

14 八千代市立高津中学校 Ⅰ たなばた 酒井　　格

15 市原市立辰巳台中学校 Ⅱ 神々の運命 ライニキー

16 市川市立南行徳中学校 Ⅱ ミュージカル「レ・ミゼラブル」より シェーンベルク

17 茂原市立東中学校 Ⅰ 鼓響・・・故郷 天野　正道

18 野田市立第一中学校 Ⅲ 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶



19 佐倉市立西志津中学校 Ⅰ 鳥之石楠船神　～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶

20 千葉市立花園中学校 Ⅳ 「三つのジャポニスム」より 真島　俊夫

21 市川市立第七中学校 Ⅰ プレリューディオ・エスプレッシーヴァ 天野　正道

8月3日　中学校の部Ａ部門3組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 八千代市立勝田台中学校 Ⅱ エンジェル・イン・ザ・ダーク 田村　修平

2 市川市立第五中学校 Ⅲ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より コダーイ

3 船橋市立二宮中学校 Ⅰ マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

4 船橋市立旭中学校 Ⅱ ウインド・オーケストラのためのバラッド 高　　昌帥

5 千葉市立蘇我中学校 Ⅳ 大いなる約束の大地　～チンギス・ハーン　作品72 鈴木　英史

6 四街道市立旭中学校 Ⅰ 「ノートルダムの鐘」より メンケン

7 千葉市立真砂中学校 Ⅱ 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

8 柏市立逆井中学校 Ⅱ 蒼天の鳥たち 八木澤　教司

9 茂原市立茂原中学校 Ⅰ パリンプセスト シェルドン

10 千葉市立大椎中学校 Ⅱ バレエ音楽「青銅の騎士」より グリエール

11 市川市立第三中学校 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

12 香取市立小見川中学校 Ⅱ ナポレオンの最後の友人 ブロッセ

13 松戸市立常盤平中学校 Ⅰ 復興 保科　　洋

14 市川市立妙典中学校 Ⅲ 「ノートルダムの鐘」より メンケン

15 船橋市立海神中学校 Ⅱ トリトン・デュアリティ 長生　　淳

16 千葉市立幕張西中学校 Ⅰ モンタージュ 松下　倫士

17 松戸市立第三中学校 Ⅱ ファントム・ドゥ・ラムール　－幻影－ 天野　正道

18 柏市立松葉中学校 Ⅲ 交響曲第１番「アークエンジェルズ」 チェザリーニ

19 成田市立公津の杜中学校 Ⅱ 「交響曲第３番」より バーンズ

8月4日　中学校の部Ａ部門4組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 市川市立第二中学校 Ⅳ エル・カミーノ・レアル リード

2 千葉市立土気中学校 Ⅰ ブリュッセル・レクイエム アッペルモント

3 市川市立第四中学校 Ⅱ 「交響曲第３番」より　Ⅲ，Ⅳ バーンズ

4 松戸市立六実中学校 Ⅱ ガイーヌ ハチャトゥリアン

5 我孫子市立白山中学校 Ⅳ 富士山　－北斎の版画に触発されて－ 真島　俊夫

6 柏市立富勢中学校 Ⅳ 歌劇「トゥーランドット」より プッチーニ

7 佐倉市立佐倉中学校 Ⅱ 「ダンテの神曲」より　第１楽章「地獄篇」 スミス

8 千葉市立土気南中学校 Ⅲ 無辜の祈り 樽屋　雅徳

9 茂原市立冨士見中学校 Ⅳ 桜華幻想 福島　弘和

10 習志野市立第二中学校 Ⅳ 富士山　－北斎の版画に触発されて－ 真島　俊夫

11 我孫子市立我孫子中学校 Ⅱ ラッキードラゴン　～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和

12 市川市立第八中学校 Ⅱ 交響曲第２番「キリストの受難」 フェラン

13 鎌ケ谷市立第二中学校 Ⅲ 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション レハール



14 松戸市立第二中学校 Ⅱ 星を釣る海　吹奏楽のための 中橋　愛生

15 柏市立柏第四中学校 Ⅱ 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

16 市川市立福栄中学校 Ⅱ シネマ・シメリック 天野　正道

17 浦安市立浦安中学校 Ⅰ エアロダイナミクス ギリングハム

18 習志野市立第四中学校 Ⅱ 「スペイン奇想曲」より　アルボラーダ，情景とジプシーの歌，アストゥーリアのファンダンゴ リムスキー＝コルサコフ

19 大網白里市立大網中学校 Ⅱ ノアの方舟 樽屋　雅徳

8月5日　高等学校の部Ａ部門1組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 志学館高等部 Ⅱ 聖エルモの火　～ウインドオーケストラのために 片岡　寛晶

2 専修大学松戸高等学校 Ⅳ 鳳凰が舞う　－印象、京都　石庭　金閣寺 真島　俊夫

3 県立松戸六実高等学校 Ⅰ シネマ・シメリック 天野　正道

4 県立千葉商業高等学校 Ⅰ ディオニソスの祭り シュミット

5 県立佐倉高等学校 Ⅰ 「天地創造」より　ノアの方舟，メインテーマ 黛　　敏郎

6 拓殖大学紅陵高等学校 Ⅳ 祈りとトッカータ バーンズ

7 市川高等学校 Ⅲ 昂揚の漣 長生　　淳

8 県立成田国際高等学校 Ⅰ 彩雲の螺旋　吹奏楽のための 中橋　愛生

9 県立四街道高等学校 Ⅳ エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ？ 天野　正道

10 県立千葉東高等学校 Ⅱ 乱世の神威　幸村 樽屋　雅徳

11 県立小金高等学校 Ⅴ 久堅の幹 長生　　淳

12 八千代松陰高等学校 Ⅲ 楓葉の舞 長生　　淳

13 県立八千代高等学校 Ⅴ 眠るヴィシュヌの木 樽屋　雅徳

14 県立成東高等学校 Ⅱ 静かの海 酒井　　格

15 県立千葉北高等学校 Ⅰ 銀河鉄道の夜 樽屋　雅徳

16 県立我孫子高等学校 Ⅳ 吹奏楽のための協奏交響曲 福島　弘和

17 県立市川昴高等学校 Ⅲ トリトン・エムファシス 長生　　淳

18 木更津総合高等学校 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

19 県立千葉西高等学校 Ⅰ 蒼氓愛歌　～三つの異なる表現で～ 清水　大輔

8月6日　高等学校の部Ａ部門2組

順 団体名 課題曲 自由曲 作曲者

1 県立柏高等学校 Ⅱ 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 樽屋　雅徳

2 東海大学付属市原望洋高等学校 Ⅱ 交響詩「アルプスの詩」 チェザリーニ

3 県立八千代東高等学校 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

4 県立松戸国際高等学校 Ⅲ 交響組曲「シェエラザード」より　Ⅱ．カランダール王子の物語，Ⅳ．バグダッドの祭－海－船は青銅の騎士のある岩で難破－終曲 リムスキー＝コルサコフ

5 流通経済大学付属柏高等学校 Ⅰ ウィンドオーケストラのためのヴァニタス 高　　昌帥

6 敬愛学園高等学校 Ⅲ コンサート・バンドのための「熊野古道　～神々の道～」 加古　　隆

7 船橋市立船橋高等学校 Ⅱ シンフォニエッタ第３番「響きの森」 福島　弘和

8 市原中央高等学校 Ⅱ シンフォニエッタ第３番「響きの森」 福島　弘和

9 千葉市立千葉高等学校 Ⅴ 交響詩「アルプスの詩」 チェザリーニ

10 県立国府台高等学校 Ⅱ 交響曲第１番「グラール」より　第４楽章　ロンド－コーダ 天野　正道



11 県立鎌ケ谷高等学校 Ⅲ プラトンの洞窟からの脱出 メリロ

12 西武台千葉中学校・高等学校 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 千葉英和高等学校 Ⅲ 交響詩「アルプスの詩」より チェザリーニ

14 県立市川東高等学校 Ⅲ ダイナミカ ヴァン＝デル＝ロースト

15 麗澤高等学校 Ⅳ シバの女王ベルキス レスピーギ

16 県立袖ケ浦高等学校 Ⅱ 桜華幻想 福島　弘和

17 県立幕張総合高等学校 Ⅱ バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲より　夜明け，全員の踊り ラヴェル

18 県立船橋東高等学校 Ⅳ ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ 天野　正道

19 千葉黎明高等学校 Ⅴ クロス　ファイア　～ノーヴェンバー 22～ 樽屋　雅徳


