
小学校県大会
順 団　体　名 指揮者 課題曲 自　　由　　曲 作曲者 編曲者

1 横浜市立立野小学校 関　慎一郎 パシフィック・ドリームズ J.デ=ハーン

2 相模原市立谷口台小学校 竹内　優介 自由な心よ、空高く舞え R.バレット

3 相模原市立共和小学校 伊藤　　恵 セドナ S.ライニキー

4 相模原市立上溝小学校 亀谷　　篤 元禄 櫛田ﾃﾂ之扶

5 川崎市立南野川小学校 増井　敏雄 管楽器と打楽器のためのセレブレーション Ｊ．スウェアリンジェン 戸田　　顕

6 横浜市立六つ川西小学校 鷲尾　愛美 となりのトトロ 久石　　譲 後藤　　洋

7 川崎市立千代ヶ丘小学校 日高　美鈴 アドベンチャーズ・イン・ブラス Ｒ．ファー

中学校Ａ部門
順 団　体　名 指揮者 課題曲 自　　由　　曲 作曲者 編曲者

1 相模原市立大野南中学校 小磯　　滋 Ⅲ ピリ・レイスの地図 八木澤　教司

2 相模原市立上溝中学校 本橋　徳昌 Ⅳ 交響的断章 V.ネリベル

3 相模原市立小山中学校 山田　陽子 Ⅱ 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション F.レハール 鈴木　英史

4 相模原市立相陽中学校 松下由加里 Ⅱ 交響曲第3番より　Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ J.バーンズ

5 相模原市立上溝南中学校 海津　久資 Ⅱ ヴェスヴィアス F.ティケリ

6 相模原市立田名中学校 篠原　良枝 Ⅲ 夜間飛行～上空からの都市の情景 J.スウェアリンジェン

7 相模原市立清新中学校 渡辺　基広 Ⅲ 絵のない絵本 樽屋　雅徳

8 相模原市立谷口中学校 高山　幸久 Ⅰ 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ M.アーノルド 瀬尾　宗利

9 相模原市立新町中学校 小池　宏輝 Ⅲ 交響詩「スパルタクス」 J.ｳﾞｧﾝ=ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ

高等学校Ｂ部門
順 団　体　名 指揮者 課題曲 自　　由　　曲 作曲者 編曲者

1 相模女子大学高等部 近藤　芳揮 コラールとカプリチオ C.ジョヴァンニーニ

2 県立相模原青陵高等学校 根岸伊智郎 科戸の鵲巣～吹奏楽のための祝典序曲 中橋　愛生

3 光明学園相模原高等学校 田中　嵩樹 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション E.カールマン 鈴木　英史

4 県立相原高等学校 髙橋　勇美 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール 鈴木　英史

5 県立相模田名高等学校 家徳　直樹 マードックからの最後の手紙 樽屋　雅徳

6 県立弥栄高等学校 柏木　葉二 闇の中の一筋の光 D.R.ギリングハム

7 県立橋本高等学校 足立　　誠 眩い星座になるために･･･ 八木澤　教司

8 県立相模原総合高等学校 高橋　　賢 二つの交響的断章　Ⅰ．Ⅱ楽章 V.ネリベル

9 県立上鶴間高等学校 木村　義明 二つの交響的断章　Ⅰ．Ⅱ楽章 V.ネリベル

10 麻布大学附属渕野辺高等学校 坪井　芳朗 吹奏楽のための「神話」～天の岩屋戸の物語による 大栗　　裕

中学校Ｂ部門
順 団　体　名 指揮者 課題曲 自　　由　　曲 作曲者 編曲者

1 相模原市立弥栄中学校 小島　士朗 飛天 櫛田ﾃﾂ之扶

2 相模原市立中野中学校 岩達佐代子 小組曲より　Ⅰ，Ⅳ A.リード

3 相模原市立大沢中学校 海津　久資 喜歌劇｢こうもり｣セレクション J.シュトラウスⅡ 鈴木　英史

4 相模原市立相武台中学校 浪瀬　順一 百年祭 福島　弘和

5 相模原市立相原中学校 野田　　廉 プロメテウスの雅歌 鈴木　英史

6 相模原市立内出中学校 山本　浩司 ガリバー旅行記より　Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ B.アッペルモント

7 東海大学付属相模高等学校中等部 伊藤　浩巳 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール 鈴木　英史

8 相模原市立相模台中学校 細谷俊一郎 Jalan-jalan　～神々の島の幻影 高橋　伸哉

9 相模原市立緑が丘中学校 箕輪　道子 狂詩曲「ノヴェナ」 J.スウェアリンジェン

10 相模原市立若草中学校 杉山　利行 セドナ S.ライニキー

11 相模原市立内郷中学校 守屋姫佳利 八つの旋律的小品集より　Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ C.グルリット 山本　教生

12 相模原市立上鶴間中学校 平原　綾子 聖徳太子の地球儀 ～斑鳩寺に鎖された記憶 八木澤　教司

13 相模原市立大野北中学校 岩島　泰人 喜歌劇「こうもり」セレクション J.シュトラウスⅡ 鈴木　英史

14 相模原市立共和中学校 谷口　浩之 大阪俗謡による幻想曲 大栗　　裕

15 相模原市立串川中学校 清水有希子 スイ 石毛　里佳

16 相模原市立中央中学校 小澤　　恭 歌劇「グァラニー族」序曲 A.C.ゴメス クラーク

17 相模原市立麻溝台中学校 関井　隆志 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション E.カールマン 鈴木　英史

18 相模原市立旭中学校 片桐真衣子 乱世の神威　幸村 樽屋　雅徳

19 相模原市立大野台中学校 本橋　徳昌 呪文と踊り J.B.チャンス

20 相模原市立藤野中学校 佐々木和代 新しい地平線に向かって S.ライニキー

21 相模原市立由野台中学校 入田　元人 歌劇「サムソンとデリラ」より　バッカナール C.サン=サーンス 真島　俊夫

22 相模原市立相模丘中学校 石塚　彩子 トム・ティット・トット 樽屋　雅徳

23 相模原市立鵜野森中学校 永倉　智子 鳳凰　～仁愛鳥譜 鈴木　英史

24 相模原市立東林中学校 太田　　聡 アメージング・グレースによる交響的変奏曲 トラディショナル C.スミス

高等学校Ａ部門
順 団　体　名 指揮者 課題曲 自　　由　　曲 作曲者 編曲者

1 県立相模原高等学校 清水　習平 Ⅳ 大阪俗謡による幻想曲 大栗　　裕

2 県立上溝南高等学校 小峰　　 昇 Ⅰ 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

3 東海大学付属相模高等学校 矢島　周司 Ⅰ ローマの噴水 O.レスピーギ 堤　　慎吾

4 県立麻溝台高等学校 小林　亮 Ⅱ 交響曲第2番「オデッセイ」より　Ⅰ．Ⅱ楽章 R.W.スミス

5 県立相模大野高等学校 舟木　喜行 Ⅳ 交響的舞曲　第Ⅲ楽章 S.ラフマニノフ 堤　　慎吾


