
部門 団体名 課 自由曲 作曲者
高Ａ 西宮市立西宮高等学校 1 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」Ⅲ祭り 伊藤　康英
高Ａ 県立西宮高等学校 5 ｼﾈﾏ ｼﾒﾘｯｸ 天野　正道
高Ａ 県立西宮北高等学校 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾚ・ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ」より C.M.ｼｪｰﾝﾍﾞﾙｸ
高Ａ 甲子園学院中学校高等学校 4 歌劇「ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
高Ａ 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 1 ﾘｺｲﾙ J.ｼｭﾜﾝﾄﾅｰ
高Ａ 関西学院高等部 2 ﾗｯｷｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和
高Ａ 県立芦屋高等学校 2 ｼﾞｭﾋﾞﾘｰ序曲 P.ｽﾊﾟｰｸ
高Ａ 県立宝塚高等学校 4 烈火の魂 江原　大介
高Ａ 県立宝塚西高等学校 1 交響曲第8番　終楽章 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ
高Ａ 県立宝塚北高等学校 2 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」　Ⅰ衝動　Ⅳ陽光 高　昌帥
高Ａ 雲雀丘学園高等学校 2 ﾍﾟﾙｾｳｽ　大空を翔る英雄の戦い 八木澤　教司
高Ａ 三田学園中学校高等学校 1 歌劇「ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ｼｪﾆｴ」より U.ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ
高Ａ 県立北摂三田高等学校 1 「ｱﾙﾌﾟｽ交響曲」より R.ｼｭﾄﾗｳｽ
高Ａ 県立有馬高等学校 2 科戸の鵲巣～吹奏楽のための祝典序曲～ 中橋　愛生
高Ａ 県立三田祥雲館高等学校 2 ﾊﾞﾚｴ音楽「三角帽子」より M.ﾌｧﾘｬ
高Ａ 県立柏原高等学校 1 「舞踏組曲」ⅠⅡⅤⅥ B.ﾊﾞﾙﾄｰｸ
高Ｎ 西宮市立西宮高等学校 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 広瀬　勇人
高Ｎ 県立西宮高等学校  ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞニ短調BWV565 J.S.ﾊﾞｯﾊ
高Ｎ 甲子園学院中学校高等学校 嘆きと祈り～ｺﾗｰﾙとﾄｯｶｰﾀ～ 福島　弘和
高Ｓ 西宮市立西宮東高等学校 夢への冒険 福島　弘和
高Ｓ 仁川学院高等学校 天之御中主神～吹奏楽のための神話～ 片岡　寛晶
高Ｓ 県立西宮甲山高等学校  ﾊﾞﾚｴ音楽「ｺｯﾍﾟﾘｱ」より　ﾏｽﾞﾙｶ　ﾜﾙﾂ　祭りの踊り L.ﾄﾞﾘｰﾌﾞ
高Ｓ 甲陽学院高等学校  ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ･ﾀﾞﾝｽ J.V.ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ
高Ｓ 県立西宮今津高等学校 ﾚ･ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ 広瀬　勇人
高Ｓ 県立西宮南高等学校  ﾄﾑ･ﾃｨｯﾄ･ﾄｯﾄ 樽屋　雅徳
高Ｓ 報徳学園高等学校 遙遠の海～ｱｳﾛﾗを求めて～ 田村　修平
高Ｓ 県立鳴尾高等学校  沢地萃 天野　正道
高Ｓ 県立芦屋国際中等教育学校  ﾚｯﾄﾞ･ﾛｯｸ･ﾏｳﾝﾃﾝ G.ｶﾞﾗﾝﾃ
高Ｓ 県立三田西陵高等学校 交響曲第2番「ｵﾃﾞｯｾｲ」より　Ⅲｶﾘﾌﾟｿの島　Ⅳｲｻｶ R.W.ｽﾐｽ
高Ｓ 三田松聖高等学校  たなばた 酒井　格
高Ｓ 県立篠山産業高等学校  聖ｴﾙﾓの火～ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗのために 片岡　寛晶
高Ｓ 県立篠山鳳鳴高等学校  西遊記～天竺への道～ 広瀬　勇人
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中Ａ 西宮市立大社中学校 2 無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝのためのﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ第2番ニ短調 BWV1004より　ｼｬｺﾝﾇ J.S.ﾊﾞｯﾊ
中Ａ 西宮市立上ヶ原中学校 2 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽﾊｰﾝ 鈴木　英史
中Ａ 西宮市立甲陵中学校 1 秘儀Ⅳ〈行進〉 西村　朗
中Ａ 西宮市立浜脇中学校 4 天雷无妄 天野　正道
中Ａ 西宮市立苦楽園中学校 3 「ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ」変奏曲 G.ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ
中Ａ 西宮市立甲武中学校 4 ｳﾞｧｰｼﾞｮﾝ ﾘﾐｯｸｽ ﾊﾟｧ ﾗ ﾌｫﾙﾑ ﾄﾞｩ ｼｬｸ ｱﾑｰﾙ ｼｮﾝｼﾞｭ ｺﾑ ﾙ ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟ 天野　正道
中Ａ 西宮市立上甲子園中学校 4 飛龍の鵠 樽屋　雅徳
中Ａ 西宮市立今津中学校 2 大阪俗謡による幻想曲 大栗　裕
中Ａ 西宮市立鳴尾南中学校 2 歌劇「運命の力」序曲 G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
中Ａ 西宮市立塩瀬中学校 2 地底都市「ｶｯﾊﾟﾄﾞｷｱ」-妖精の宿る不思議な岩 八木澤　教司
中Ａ 西宮市立真砂中学校 1 ｼｬｺﾝﾇ　無伴奏ﾊﾞｲｵﾘﾝのためのﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ 第2番より J.S.ﾊﾞｯﾊ
中Ａ 西宮市立瓦木中学校 1 富士山　-北斎の版画に触発されて- 真島　俊夫
中Ａ 関西学院中学部 2 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による～ 大栗　裕
中Ａ 芦屋市立山手中学校 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾚ・ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ」より C.M.ｼｪｰﾝﾍﾞﾙｸ
中Ａ 芦屋市立精道中学校 2 ｼﾞｭﾋﾞﾗﾝﾄ序曲 A.ﾘｰﾄﾞ
中Ａ 宝塚市立長尾中学校 2 喜歌劇「ﾛｼｱの皇太子」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
中Ａ 宝塚市立宝塚中学校 2 ﾄﾗｼﾞﾁﾆ･ｿﾅﾀ･ﾅ･ｼﾞｭﾚﾊﾞｶ･ｲ･ﾌﾟｳｫｰｳﾞｴ 天野　正道
中Ａ 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 3 ﾊﾝｶﾞﾘｰ民謡「孔雀が飛んだ」の主題による変奏曲 Z.ｺﾀﾞｰｲ
中Ａ 宝塚市立中山五月台中学校 3 ﾊﾞﾚｴ音楽「青銅の騎士」より R.ｸﾞﾘｴｰﾙ
中Ａ 宝塚市立宝梅中学校 1 ﾗｯｷｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和
中Ａ 宝塚市立宝塚第一中学校 1 「ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ」よりｴﾚｼﾞｰ、ﾌｨﾅｰﾚ P.ｽﾊﾟｰｸ
中Ａ 宝塚市立御殿山中学校 2 ﾗｯｷｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和
中Ａ 宝塚市立光ガ丘中学校 2 歌劇「ｲｰｺﾞﾘ公」よりﾀﾞｯﾀﾝ人の踊り A.ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ
中Ａ 宝塚市立山手台中学校 2 喜歌劇「ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｳ」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
中Ａ 雲雀丘学園中学校 2 ﾉﾙｳｪｰのﾛﾝﾄﾞ P.ｽﾊﾟｰｸ
中Ａ 三田市立八景中学校 2 斐伊川に流るるｸｼﾅﾀﾞ姫の涙 樽屋　雅徳
中Ａ 三田市立ゆりのき台中学校 4 3つの交響的ｽｹｯﾁ「海」より　第3楽章　風と海の対話 C.ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ
中Ａ 三田市立けやき台中学校 2 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽ･ﾊｰﾝ～作品72 鈴木　英史
中Ａ 篠山市立丹南中学校 2 Jalan-jalan　～神々の島の幻影～ 高橋　伸哉
中Ａ 篠山市立篠山中学校 2 吹奏楽のための「風之舞」 福田　洋介
中Ｎ 西宮市立大社中学校 ﾌｪｽﾃｨｰﾎﾞ V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
中Ｎ 西宮市立甲陵中学校 ﾛｯｸ・ﾘﾊﾞｰ・ﾂﾘｰ M.ｽｳｨｰﾆｰ
中Ｎ 西宮市立浜脇中学校 ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾞﾝ　ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ P.ｽﾊﾟｰｸ
中Ｎ 西宮市立甲武中学校 ﾃﾞﾋﾞﾙｽﾞﾚｲｸの伝説 M.ｽｳｨｰﾆｰ
中Ｎ 西宮市立浜甲子園中学校  眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
中Ｎ 西宮市立上甲子園中学校  交響的断章 V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
中Ｎ 西宮市立鳴尾中学校 三日月の彼方 高橋　宏樹
中Ｎ 西宮市立山口中学校 ｱｲｶﾞｰ：頂上への旅 J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
中Ｎ 西宮市立塩瀬中学校  海の歌 R.ﾐｯﾁｪﾙ
中Ｎ 西宮市立平木中学校 Jalan-jalan　～神々の島の幻影～ 髙橋　伸哉
中Ｎ 西宮市立瓦木中学校 蒼天の鳥たち 八木澤　教司
中Ｎ 宝塚市立安倉中学校 ｱﾝﾃｨﾄﾞﾄｩﾑ･ﾀﾗﾝﾄｩﾚｰ 高橋　宏樹
中Ｎ 丹波市立氷上中学校 ｻﾞ･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｰｸﾙ E.ﾊｯｸﾋﾞｰ
中Ｎ 丹波市立柏原中学校  ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ序曲 K.ﾌﾗｸ
中Ｎ 丹波市立市島中学校  吹奏楽のための民話 J.A.ｺｳﾃﾞｨﾙ
中Ｓ 西宮市立高須中学校  喜歌劇「ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｳ」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
中Ｓ 西宮市立深津中学校  ﾌﾟｽﾀ　4つのｼﾞﾌﾟｼｰﾀﾞﾝｽより　Ⅲ、Ⅳ J.V.ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ
中Ｓ 芦屋市立潮見中学校 湖月の神話 田村　修平
中Ｓ 宝塚市立高司中学校  ｱﾄﾗｽ～夢への地図～ 福島　弘和
中Ｓ 宝塚市立西谷中学校  ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗのための「ﾊﾟｰﾃﾙ･ﾉｽﾃﾙⅡ」 八木澤　教司
中Ｓ 三田市立上野台中学校 展覧会の絵 M.ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ
中Ｓ 三田市立長坂中学校  ﾊﾞﾚｴ音楽「ｶﾞｲｰﾇ」より　ﾊﾞﾗの乙女たちの踊り　子守歌　剣の舞 A.ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ
中Ｓ 三田市立狭間中学校 ｹﾞｰﾙﾌｫｰｽ P.ｸﾞﾗﾊﾑ
中Ｓ 三田市立富士中学校 歌劇「ｼﾁﾘｱ島の夕べの祈り」序曲 G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ
中Ｓ 三田市立藍中学校 喜歌劇「天国と地獄」序曲 J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ
中Ｓ 篠山市立西紀中学校  彼方の光を掴むとき 和田　直也
中Ｓ 篠山市立篠山東中学校  ﾊﾞﾝﾄﾞのための民話 J.A.ｺｳﾃﾞｨﾙ
中Ｓ 丹波市立山南中学校  波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋
中Ｓ 丹波市立春日中学校  ﾅｲﾄﾌﾗｲﾄ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
祭り ﾀｰｼｭﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ ﾏｽｸとﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸより Ⅰ序曲Ⅱﾊﾟｽﾄﾗｰﾙ G.ﾌｫｰﾚ
祭り 県立氷上高等学校 ｺｳﾞｨﾝﾄﾝ広場 J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
祭り 西宮市立真砂中学校 こもれびの坂 広瀬　勇人
祭り 西宮市立瓦木中学校 ｾﾝﾁｭﾘｱ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ


