
演奏順 部門 団体名 課 自由曲 作曲者
1 高Ｓ 篠山産業高等学校  鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶
2 高Ｓ 芦屋国際中等教育学校  ｾﾄﾞﾅ S.ﾗｲﾆｷｰ
3 高Ｓ 西宮東高等学校 百年祭 福島　弘和
4 高Ｓ 宝塚東高等学校 ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ狂詩曲(小編成版） L.ﾃﾞﾝﾂｧ
5 高Ｓ 仁川学院高等学校 阿曇磯良 樽屋　雅徳
6 高Ｓ 三田西陵高等学校 ｳﾞｧﾚﾘｳｽ変奏曲 P.ｽﾊﾟｰｸ
7 高Ｓ 西宮甲山高等学校  ｸﾞﾗｰﾌ・ﾂｪｯﾍﾟﾘﾝ～1929年、世界一周の冒険飛行～ 坂井　貴祐
8 高Ｓ 甲陽学院高等学校  ﾌﾗﾝｽ組曲より　Ⅲｲﾙ･ﾄﾞ･ﾌﾗﾝｽ　Ⅴﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ D.ﾐﾖｰ
9 高Ｓ 氷上高等学校 ｾﾄﾞﾅ S.ﾗｲﾆｷｰ
10 高Ｓ 報徳学園高等学校 嘆きと祈り～ｺﾗｰﾙとﾄｯｶｰﾀ～ 福島　弘和
11 高Ｓ 西宮南高等学校  「ﾌｪﾆｯｸｽ」～時を超える不死鳥の舞い 八木澤　教司
12 高Ｓ 鳴尾高等学校  ｱﾄﾗｽ～夢への地図～ 福島　弘和
13 高Ｓ 篠山鳳鳴高等学校  ﾋﾙ・ｶﾝﾄﾘｰの休日 R.ｼｪﾙﾄﾞﾝ
14 高Ｓ 三田松聖高等学校  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 高Ｓ 西宮今津高等学校 三日月の彼方 高橋　宏樹
16 高Ｓ 西宮北高等学校 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司

1 高N 西宮高等学校  
ｼｬｺﾝﾇ「無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ　第2番ニ短調
BWV.1004」より

J.S.ﾊﾞｯﾊ

2 高N 三田学園中学校・高等学校 秋風の旅人 足立　正
1 高Ａ 有馬高等学校 4 3つのｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾑ（ｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰｽﾞ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ） 真島　俊夫

2 高Ａ
武庫川女子大学附属中学校・高
等学校

5 ｻｰｷｯﾂ C.ﾏｯｸﾃｨｰ

3 高Ａ 宝塚高等学校 1 ひとつの声に導かれる時 J.ﾎｾﾞｲ
4 高Ａ 西宮高等学校 3 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」Ⅳ陽光 高　昌帥
5 高Ａ 宝塚北高等学校 1 吹奏楽のための祝典序曲「科戸の鵲巣」 中橋　愛生
6 高Ａ 西宮高等学校 5 飛龍の鵠 樽屋　雅徳
7 高Ａ 北摂三田高等学校 1 歌劇「蝶々夫人」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
8 高Ａ 三田学園中学校・高等学校 2 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりⅠ衝動Ⅳ陽光 高　昌帥
9 高Ａ 柏原高等学校 1 ﾊﾝｶﾞﾘｰ民謡「くじゃく」による変奏曲 Z.ｺﾀﾞｰｲ
10 高Ａ 三田祥雲館高等学校 1 歌劇「蝶々夫人」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
11 高Ａ 甲子園学院中学校高等学校 1 ﾗｯｷｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和
12 高Ａ 雲雀丘学園中・高等学校 3 たなばた 酒井　格
13 高Ａ 関西学院高等部 1 「ﾍﾟﾙｾｳｽ」-大空を翔る英雄の戦い 八木澤　教司
14 高Ａ 芦屋高等学校 1 喜歌劇「ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｳ」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ

15 高Ａ 宝塚西高等学校 1
「ｵｾﾛ」よりⅠﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞⅢｵｾﾛとﾃﾞｽﾞﾃﾞﾓﾅⅣ延臣たちの入
場

A.ﾘｰﾄﾞ



前１ 中Ａ 塩瀬中学校 4 歌劇「ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
前2 中Ａ 八景中学校 1 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽ･ﾊｰﾝ　作品72 鈴木　英史
前3 中Ａ 精道中学校 4 ｱﾊﾟﾗﾁｱﾝ序曲 J.ﾊﾞｰﾝｽﾞ
前4 中Ａ 光ガ丘中学校 1 呪文と踊り J.B.ﾁｬﾝｽ

前5 中Ａ 宝塚第一中学校 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾐｽ・ｻｲｺﾞﾝ」より序曲 我が心の夢 ｻｲｺﾞﾝ陥落 今
がこのとき

C.M.ｼｪｰﾝﾍﾞﾙｸ

前6 中Ａ 上甲子園中学校 1 紺碧の波濤 長生　淳
前7 中Ａ 関西学院中学部 1 仮面幻想 大栗　裕
前8 中Ａ 御殿山中学校 1 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
前9 中Ａ 大社中学校 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
前10 中Ａ 瓦木中学校 4 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽ･ﾊｰﾝ～　作品72 鈴木　英史
前11 中Ａ ゆりのき台中学校 4 交響曲第5番　第2･4楽章 M.ｱｰﾉﾙﾄﾞ
前12 中Ａ 鳴尾中学校 4 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
前13 中Ａ 真砂中学校 1 歌劇「ﾎﾟｷﾞｰとﾍﾞｽ」ｾﾚｸｼｮﾝ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ
前14 中Ａ 丹南中学校 1 朝鮮民謡の主題による変奏曲 J.B.ﾁｬﾝｽ

後1 中Ａ 長尾中学校 4 歌劇「ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ」より P.ﾏｽｶｰﾆ

後2 中Ａ 南ひばりガ丘中学校 3 「ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ」より第4･5楽章 L.ﾔﾅｰﾁｪｸ

後3 中Ａ 上ヶ原中学校 1 朝鮮民謡の主題による変奏曲 J.B.ﾁｬﾝｽ
後4 中Ａ 甲陵中学校 3 ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗのためのｳﾞｧﾆﾀｽ 高　昌帥
後5 中Ａ 山手中学校 1 ﾂｲﾝ･ﾎﾟｰﾂ序曲 M.ｷｬﾝﾌﾟﾊｳｽ
後6 中Ａ けやき台中学校 2 ﾛｼｱの皇太子　ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
後7 中Ａ 富士中学校 1 仮面幻想 大栗　裕
後8 中Ａ 浜脇中学校 1 歌劇「ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
後9 中Ａ 甲武中学校 1 ﾗｯｷｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ～第五福竜丸の記憶～ 福島　弘和
後10 中Ａ 今津中学校 4 復興 保科　洋
後11 中Ａ 宝塚中学校 1 ﾏｰﾄﾞｯｸからの最後の手紙 樽屋　雅徳
後12 中Ａ 苦楽園中学校 1 ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗのためのﾏｲﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 高　昌帥
後13 中Ａ 宝梅中学校 4 ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ第2番「祈りの鐘」 福島　弘和

後14 中Ａ 鳴尾南中学校 4 喜歌劇「ｼﾞﾌﾟｼｰ男爵」序曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ

特別 中Ａ 中山五月台中学校 1 復興 保科　洋

1 中N 平木中学校 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ･ｲﾝ･ﾚｲﾝ 後藤　洋
2 中N 浜脇中学校 ｽﾋﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 広瀬　勇人

3 中N 氷上中学校 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ川のほとりで E.ﾊｯｸﾋﾞｰ

4 中N 山口中学校 ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞｻｶﾞ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
5 中N 甲武中学校 時の移り変わりに J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
6 中N 柏原中学校  北の鳥たち 広瀬　勇人
7 中N 浜甲子園中学校  序曲「ﾊﾞﾗの謝肉祭」 J.ｵﾘｳﾞｧﾄﾞｰﾃｨ
8 中N 市島中学校  ﾊﾞﾚｴ組曲「ｼﾙｳﾞｨｱ」よりﾊﾞｯｶｽの行列 L.ﾄﾞﾘｰﾌﾞ
9 中N 篠山中学校 ﾊﾞﾗの謝肉祭 J.ｵﾘｳﾞｧﾄﾞｰﾃｨ
10 中N 上甲子園中学校  「ひまわり、15本」～ｳﾞｧﾝ･ｺﾞｯﾎに寄せて 八木澤　教司
11 中N 塩瀬中学校  序曲「ﾊﾞﾗの謝肉祭」 J.ｵﾘｳﾞｧﾄﾞｰﾃｨ
12 中N 甲陵中学校 ﾛｯｸ・ﾘﾊﾞｰ・ﾂﾘｰ M.ｽｳｨｰﾆｰ
13 中N 瓦木中学校 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司

14 中N 山手台中学校
ﾊﾞﾚｴ音楽「青銅の騎士」より　2元老院広場にて　3広場で
の踊り　4踊りの場面　5偉大なる都市への賛歌

R.ｸﾞﾘｴｰﾙ

15 中N 大社中学校 ﾌｪｽﾃｨｰﾎﾞ V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
16 中N 安倉中学校 北の鳥たち 広瀬　勇人
1 中Ｓ 篠山東中学校  ﾌﾗﾝｽ組曲よりⅡⅢⅤ J.S.ﾊﾞｯﾊ
2 中Ｓ 高須中学校  ｶﾞﾘﾊﾞｰ旅行記 B.ｱｯﾍﾟﾙﾓﾝﾄ
3 中Ｓ 潮見中学校 ｽﾋﾟﾘﾃｨｯﾄﾞ ｱｳｪｲ　《千と千尋の神隠し》より 久石　譲・木村　弓

4 中Ｓ 高司中学校  「故郷」によるﾊﾟﾗﾌﾚｰｽﾞ
真島　俊夫・後藤
洋・森田　一浩・小
長谷　宗一

5 中Ｓ 長坂中学校  組曲「道化師」より　ⅠⅡⅤⅩ D.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷｰ

6 中Ｓ 藍中学校
無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ第2番ニ短調BWV.1004よりｼｬｺ
ﾝﾇ

J.S.ﾊﾞｯﾊ

7 中Ｓ 上野台中学校 ﾊﾞﾚｴ音楽「恋は魔術師」より　ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ　火祭りの踊り M.ﾌｧﾘｬ
8 中Ｓ 春日中学校  ｷﾝｸﾞｽ･ﾏｳﾝﾃﾝ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ E.ﾊｯｸﾋﾞｰ
9 中Ｓ 深津中学校  紺き空へ、碧き海へ 真島　俊夫
10 中Ｓ 山南中学校  喜びの風 E.ﾊｯｸﾋﾞｰ
11 中Ｓ 青垣中学校  波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲 後藤　洋
12 中Ｓ 西紀中学校  序曲「ﾊﾞﾗの謝肉祭」 J.ｵﾘﾊﾞﾄﾞｰﾃｨ
13 中Ｓ 狭間中学校 交響的断章 V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
14 中Ｓ 西谷中学校  ｽﾄﾗｸﾁｭｱⅢ 天野　正道

祭り ﾀｰｼｭﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 組曲「ﾎﾙﾍﾞｱの時代」から E.ｸﾞﾘｰｸﾞ


