
演奏順 部門 団体名 課 自由曲 作曲者
1 高Ｓ 報徳学園高等学校 吹奏楽のため交響詩「ぐるりよざ」よりⅢ祭り 伊藤　康英
2 高Ｓ 県立西宮甲山高等学校  交響詩「死の舞踏」 C.ｻﾝ=ｻｰﾝｽ
3 高Ｓ 県立芦屋国際中等教育学校  交響詩「ﾌｫﾙﾓｻ」 真島　俊夫
4 高Ｓ 仁川学院高等学校 阿曇磯良 樽屋　雅徳
5 高Ｓ 三田松聖高等学校  北からの風よ 福島　弘和
6 高Ｓ 甲陽学院高等学校  「埴生の宿」変奏曲 高　昌帥

7 高Ｓ 県立三田西陵高等学校
交響組曲　「風の谷のﾅｳｼｶ」3章 Ⅰ風の伝説  Ⅱ戦闘 Ⅲは
るかな地へ

久石　譲

8 高Ｓ 西宮市立西宮東高等学校 ひまわり 福島　弘和
9 高Ｓ 県立篠山産業高等学校  喜歌劇「微笑みの国」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
10 高Ｓ 県立西宮今津高等学校 西遊記～天竺への道～ 広瀬　勇人
11 高Ｓ 雲雀丘学園高等学校 ﾍﾟﾙｾｳｽ　大空を翔る英雄の戦い 八木澤　教司
12 高Ｓ 県立篠山鳳鳴高等学校  ﾏｰﾄﾞｯｸからの最後の手紙 樽屋　雅徳
13 高Ｓ 県立芦屋高等学校 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 広瀬　勇人
14 高Ｓ 県立柏原高等学校 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽ･ﾊｰﾝ 鈴木　英史
15 高Ｓ 県立西宮南高等学校  喜歌劇「ﾒﾘｰ・ｳｨﾄﾞｳ」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
1 高Ａ 県立西宮北高等学校 2 交響詩「ｽﾊﾟﾙﾀｸｽ」 J.V.ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ
2 高Ａ 三田学園中学校高等学校 3 歌劇「ﾏﾉﾝ・ﾚｽｺｰ」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
3 高Ａ 西宮市立西宮高等学校 4 富士山　-北斎の版画に触発されて- 真島　俊夫
4 高Ａ 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 3 仮面幻想 大栗　裕
5 高Ａ 県立北摂三田高等学校 4 ｼｬｺﾝﾇ J.S.ﾊﾞｯﾊ
6 高Ａ 県立宝塚北高等学校 4 ｱｯﾌｪﾛｰﾁｪ 高　昌帥
7 高Ａ 県立宝塚西高等学校 2 「ﾍﾟﾙｾｳｽ」－大空を翔る英雄の戦い 八木澤　教司
8 高Ａ 県立鳴尾高等学校 2 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
9 高Ａ 県立宝塚高等学校 3 ｽｸｰﾃｨﾝ ｵﾝ ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ D.ﾎﾙｼﾞﾝｶﾞｰ
10 高Ａ 県立有馬高等学校 2 富士山　-北斎の版画に触発されて- 真島　俊夫
11 高Ａ 県立西宮高等学校 5 交響曲第1番「ｱｰｸｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ」作品50 F.ﾁｪｻﾞﾘｰﾆ
12 高Ａ 関西学院高等部 4 ｱｯﾌｪﾛｰﾁｪ 高　昌帥
13 高Ａ 甲子園学院中学校高等学校 2 ｼﾈﾏ ｼﾒﾘｯｸ 天野　正道
14 高Ａ 県立三田祥雲館高等学校 2 歌劇「ｶﾊﾞﾚﾘｱ ﾙｽﾃｨｶｰﾅ」より P.ﾏｽｶｰﾆ

前01 中Ａ 西宮市立鳴尾南中学校 2 ﾍﾟﾄﾞﾛの奇跡の夜 樽屋　雅徳
前02 中Ａ 西宮市立浜脇中学校 2 ｶﾝﾄｩｽ ｿﾅｰﾚ 鈴木　英史
前03 中Ａ 芦屋市立山手中学校 3 復興（2015改訂版） 保科　洋
前04 中Ａ 宝塚市立御殿山中学校 4 富士山　-北斎の版画に触発されて- 真島　俊夫
前05 中Ａ 西宮市立塩瀬中学校 2 ｶﾝﾄｩｽ ｿﾅｰﾚ 鈴木　英史
前06 中Ａ 篠山市立丹南中学校 2 序曲「ﾊﾞﾗの謝肉祭」 J.ｵﾘｳﾞｧﾄﾞｰﾃｨ
前07 中Ａ 西宮市立上ヶ原中学校 4 大いなる約束の大地～ﾁﾝｷﾞｽﾊｰﾝ 鈴木　英史
前08 中Ａ 宝塚市立宝塚中学校 4 ｾﾙｹﾞｲ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ 鈴木　英史
前09 中Ａ 宝塚市立光ガ丘中学校 4 無辜の祈り　軌跡の一本松～再び海へ～ほんとうの幸福 樽屋　雅徳
前10 中Ａ 西宮市立大社中学校 2 ｷﾘｽﾄの復活～ｹﾞﾂｾﾏﾈの祈り～ 樽屋　雅徳
前11 中Ａ 宝塚市立宝梅中学校 4 天雷无妄 天野　正道
前12 中Ａ 宝塚市立山手台中学校 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

後01 中Ａ 三田市立ゆりのき台中学校 2
ﾊﾞﾚｴ音楽「青銅の騎士」より 序奏 元老院広場にて 踊りの
情景 偉大なる都市への賛歌

R.ｸﾞﾘｴｰﾙ

後02 中Ａ 宝塚市立長尾中学校 1 歌劇「ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
後03 中Ａ 西宮市立真砂中学校 2 喜歌劇「ﾛｼｱの皇太子」ｾﾚｸｼｮﾝ F.ﾚﾊｰﾙ
後04 中Ａ 西宮市立瓦木中学校 3 飛龍の鵠 樽屋　雅徳
後05 中Ａ 芦屋市立精道中学校 4 海の肖像 H.ﾗｶﾞｯｼｰ
後06 中Ａ 西宮市立今津中学校 4 鳥之石楠船神～吹奏楽と打楽器群のための神話 片岡　寛晶
後07 中Ａ 西宮市立上甲子園中学校 4 ｼﾈﾏ ｼﾒﾘｯｸ 天野　正道
後08 中Ａ 三田市立けやき台中学校 2 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09 中Ａ 西宮市立苦楽園中学校 2 大いなる約束の大地　ﾁﾝｷﾞｽ・ﾊｰﾝ 鈴木　英史
後10 中Ａ 西宮市立甲陵中学校 2 紺碧の波濤 長生　淳
後11 中Ａ 西宮市立甲武中学校 2 シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 福島　弘和
後12 中Ａ 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 1 吹奏楽のためのｶﾌﾟﾘｽ（2012年改訂版） 保科　洋
後13 中Ａ 宝塚市立宝塚第一中学校 3 ﾘﾊﾞｰﾀﾞﾝｽ B.ｳｨｰﾗﾝ
特別 中Ａ 宝塚市立中山五月台中学校 3 歌劇「蝶々夫人」より G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ
1 中N 西宮市立平木中学校 時のかけら 江原　大介
2 中N 篠山市立篠山中学校 波を越えてはるかに 後藤　洋
3 中N 西宮市立浜甲子園中学校  いつも風　巡り会う空 福島　弘和
4 中N 西宮市立鳴尾中学校 ｹﾙﾄ民謡による組曲 Ⅰﾏｰﾁ Ⅱｴｱ Ⅲﾘｰﾙ 建部　知弘
5 中N 丹波市立市島中学校  大草原の歌 R.ﾐｯﾁｪﾙ
6 中N 西宮市立上甲子園中学校  吹奏楽のための小狂詩曲 大栗　裕
7 中N 西宮市立甲陵中学校 蒼天の鳥たち 八木澤　教司
8 中N 宝塚市立安倉中学校 星空の物語 江原　大介
9 中N 西宮市立瓦木中学校 虹の翼 広瀬　勇人
10 中N 西宮市立上ヶ原中学校 ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾊﾞﾝﾄﾞのためのﾊﾟｯｻｶﾘｱ 兼田　敏
11 中N 丹波市立柏原中学校  うつくしの島 広瀬　勇人
12 中N 西宮市立山口中学校 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
13 中N 西宮市立甲武中学校 魂よ天高く舞い上がれ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
14 中N 西宮市立塩瀬中学校  眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
15 中N 丹波市立氷上中学校 喜びの音楽を奏でて！ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ



演奏順 部門 団体名 課 自由曲 作曲者
1 高N 甲子園学院中学校高等学校 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 八木澤　教司
2 高N 県立西宮高等学校  ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による狂詩曲 S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ
1 中Ｓ 篠山市立西紀中学校  吹奏楽の為の第2組曲　ⅠﾏｰﾁⅡ無言歌Ⅲ鍛冶屋の歌 G.ﾎﾙｽﾄ
2 中Ｓ 宝塚市立西谷中学校  西遊記～天竺への道～ 広瀬　勇人
3 中Ｓ 丹波市立春日中学校  ｾﾝﾁｭﾘｱ J.ｽｳｪｱﾘﾝｼﾞｪﾝ
4 中Ｓ 三田市立狭間中学校 ﾌﾟｽﾀ　4つのｼﾞﾌﾟｼｰﾀﾞﾝｽより　Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ J.V.ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ
5 中Ｓ 宝塚市立高司中学校  ｶﾙﾐﾅ ﾌﾞﾗｰﾅ C.ｵﾙﾌ
6 中Ｓ 篠山市立今田中学校  ﾌﾗﾜｰ･ｸﾗｳﾝ 和田　直也
7 中Ｓ 関西学院中学部 交響的詩曲「走れﾒﾛｽ」 福島　弘和
8 中Ｓ 西宮市立深津中学校  ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｯｸ ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ C.ｶｰﾀｰ
9 中Ｓ 雲雀丘学園中学校 眩い星座になるために・・・ 八木澤　教司
10 中Ｓ 西宮市立高須中学校  ﾏｰﾄﾞｯｸからの最後の手紙 樽屋　雅徳

11 中Ｓ 三田市立藍中学校
組曲「道化師」作品26より 1ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ 2ｷﾞｬﾛｯﾌﾟ 5ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ
10ｴﾋﾟﾛｰｸﾞ

D.ｶﾊﾞﾚﾙﾌｽｷｰ

12 中Ｓ 三田市立上野台中学校 弦楽のためのﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ B.ﾊﾞﾙﾄｰｸ
13 中Ｓ 篠山市立篠山東中学校  ﾏｶｰﾑ ﾀﾞﾝｽ 片岡　寛晶
14 中Ｓ 三田市立長坂中学校  ｱﾙﾙの女第2組曲　間奏曲 ﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ G.ﾋﾞｾﾞｰ
15 中Ｓ 丹波市立山南中学校  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ湾 E.ﾊｯｸﾋﾞｰ
16 中Ｓ 芦屋市立潮見中学校 秘儀Ⅱ～7声部の管楽ｵｰｹｽﾄﾗと４人打楽器奏者のための～ 西村　朗
17 中Ｓ 三田市立八景中学校 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ川のほとりで E.ﾊｯｸﾋﾞｰ
18 中Ｓ 三田市立富士中学校 静寂と躍動～天竜川の船大工～ 内藤　友樹
1 祭り 西宮市立大社中学校 ﾌｪｽﾃｨｰﾎﾞ V.ﾈﾘﾍﾞﾙ
2 祭り 西宮市立浜甲子園中学校  ﾊﾝﾃﾞｨﾝﾄﾝ･ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ F.ｽﾊﾟｰｸ
3 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 ⅦｶﾞﾎﾞｯﾄⅧﾊﾟﾊﾞｰﾇ G.ﾌｫｰﾚ
4 祭り 西宮市立真砂中学校 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 広瀬　勇人
5 祭り 西宮市立瓦木中学校 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 広瀬　勇人


