
部門 団体名 人数 曲名 作曲者 編曲者
1 中学 関西学院中学部 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 5つのﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ第4番より W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 宮川　成治
2 中学 西宮市立浜脇中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝのための6つの小品 J.M.ﾄﾞｩﾌｧｲ
3 中学 宝塚市立山手台中学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 5 ﾌｫｽﾀｰ ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ 鈴木　英史
4 中学 西宮市立鳴尾南中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 ｸﾞﾘﾑの古城 高橋　宏樹
5 中学 西宮市立甲陵中学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 「ｽﾉｰ・ｳｨﾝﾄﾞ」　ｻｯｸｽ4重奏のために 鹿野　草平
6 中学 宝塚市立西谷中学校 木管 3 ﾕｲﾏｰﾙ 広瀬　勇人

7 中学 三田市立けやき台中学校 木管 4 落ち葉の舞う季節 渡部　哲哉
8 中学 西宮市立高須中学校 木管 4 ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 山下　祐加
9 中学 三田市立ゆりのき台中学校 木管 6 小さな楽団のための組曲　Ⅰ前奏曲Ⅱ子守唄Ⅲ行進曲 高橋　宏樹
10 中学 三田市立藍中学校 木管 7 ｲﾝﾄﾗｰﾀﾞⅡ 八木澤　教司

11 中学 西宮市立塩瀬中学校 木管 8 土蜘蛛伝説～能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 松下　倫士
12 中学 西宮市立浜甲子園中学校 木管 8 風の戯れⅡ 八木澤　教司
13 中学 西宮市立上ヶ原中学校 木管 8 鬼姫－ある美しき幻影－ 田村　修平

14 中学 篠山市立今田中学校 管打 6 ﾌﾗﾜｰｸﾗｳﾝ 和田　直也
15 中学 芦屋市立潮見中学校 管打 8 ｼﾃｨｰｶﾞｰﾙ･ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾘｽﾞﾑ 田村　修平
16 中学 西宮市立山口中学校 管打 8 三日月のｼｬﾝｿﾝ 福田　洋介
17 中学 西宮市立高須中学校 管打 8 小さな楽団のための組曲　第2番より　ⅠⅢⅣ 高橋　宏樹
18 中学 三田市立富士中学校 管打 8 沢地萃 天野　正道
19 中学 西宮市立山口中学校 管楽 5 ﾘﾘｯｸﾋﾟｰｽ 1番 田嶋　勉
20 中学 宝塚市立安倉中学校 管楽 6 春の牧歌 福田　洋介

21 中学 関西学院中学部 ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ 3 2つのｿﾅﾀ D.ｽﾋﾟﾅｰ
22 中学 三田市立藍中学校 金管 5 ふたつの伝承歌 高橋　宏樹
23 中学 三田市立ゆりのき台中学校 金管 8 てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島　弘和
24 中学 西宮市立今津中学校 金管 8 ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ 伊藤　康英
25 中学 西宮市立浜甲子園中学校 金管 8 金管八重奏のための「ﾊﾟｳﾞｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ」 高橋　宏樹
26 中学 西宮市立浜脇中学校 金管 8 ｲﾝﾄﾗｰﾀﾞ～金管8重奏のための～ 八木澤　教司
27 中学 宝塚市立山手台中学校 金管 8 金管八重奏のための「ﾊﾟｳﾞｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ」 高橋　宏樹
28 中学 西宮市立塩瀬中学校 金管 8 ｸﾛｽ･ｾｸｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰ 三浦　秀秋
29 中学 芦屋市立潮見中学校 金管 8 水の宮殿 松下　倫士
30 中学 西宮市立今津中学校 打楽器 5 木片のための音楽 S.ﾗｲﾋ
31 中学 三田市立けやき台中学校 打楽器 5 ｼﾝﾃﾞﾚﾗ～5人の打楽器奏者のための J.ｸﾞﾗｽﾃｲﾙ

32 中学 西宮市立上ヶ原中学校 打楽器 6 失われた宮殿 打楽器6重奏のための 嶋崎　雄斗
33 中学 西宮市立甲陵中学校 打楽器 7 称揚～神の山～ 加藤　大輝



1 高校 県立西宮北高等学校 ﾌﾙｰﾄ 3 ﾌﾙｰﾄ吹きの休日 J.ｶｽﾃﾚｰﾄﾞ
2 高校 県立有馬高等学校 ﾌﾙｰﾄ 3 月明かりの照らす3つの風景 高橋　宏樹
3 高校 県立鳴尾高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 3つの魔法 高橋　宏樹
4 高校 県立西宮南高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 蛇儀礼 尾崎　一成
5 高校 三田学園高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 3 ｳｪﾝﾄｽ 石毛　里佳
6 高校 県立芦屋国際中等教育学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 4つの小さな夢 村尾　なつめ
7 高校 三田松聖高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ﾌﾟﾚｲﾌﾙ･ｶﾙﾃｯﾄ R.ﾃﾞｶﾝｸ
8 高校 県立宝塚西高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ｸﾗﾘﾈｯﾄ四重奏曲 第1番 田嶋　勉
9 高校 県立北摂三田高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ﾌﾟﾚｲﾌﾙ･ｶﾙﾃｯﾄ R.ﾃﾞｶﾝｸ
10 高校 県立三田祥雲館高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ｽﾘｰ･ﾗﾃﾝ･ﾀﾞﾝｽ P.ﾋｹﾃｨｯｸ
11 高校 県立西宮今津高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 4 ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ A.ｳｰﾙ
12 高校 県立有馬高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 ｸﾚｼﾀ 八木澤　教司
13 高校 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 8 ｸﾗｳﾅﾘｰ･ﾌｫｰ･ｸﾗﾘﾈｯﾂ H.ｽﾀﾙﾊﾟｰｽ

14 高校 県立西宮南高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 3 ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ 渡部　哲哉
15 高校 県立宝塚西高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 3 ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ 渡部　哲哉
17 高校 県立北摂三田高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 ｱｲｵｰｿとﾄｯｶｰﾀ 坂井　貴祐
16 高校 県立西宮高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 4 彗星　ﾄﾙｳﾞｪｰﾙの「惑星」より 長生　淳
18 高校 県立宝塚北高等学校 ｻｸｿﾌｫﾝ 6 ｱﾝﾃｨﾌｫﾅ 福島　弘和
20 高校 県立宝塚東高等学校 木管 3 長月絵巻 石毛　里佳
19 高校 仁川学院高等学校 木管 3 木管三重奏のための「落ち葉の舞う季節」 渡部　哲哉
21 高校 西宮市立西宮東高等学校 木管 4 ｵｰﾊﾞｰﾄﾞ D.ﾘﾊﾟｯﾃｨ
22 高校 関西学院高等部 木管 5 ｱｺﾞﾗ 八木澤　教司
23 高校 県立篠山産業高等学校 管楽 3 ある素敵な日に 片岡　寛晶
24 高校 神戸女学院高等学校 管楽 4 ﾗﾉﾍﾞ ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 宮川　成治
25 高校 報徳学園高等学校 管打 4 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 成田　勤
26 高校 県立氷上高等学校 管打 5 ﾌﾗﾜｰｸﾗｳﾝ 和田　直也
27 高校 県立宝塚東高等学校 管打 6 ﾌｧﾝﾌｧｰﾚとｱﾝｾﾑ H.ﾊﾟｰｾﾙ J.ﾃﾞ=ﾊｰﾝ
28 高校 報徳学園高等学校 管打 7 春を呼ぶ風 福島　弘和
29 高校 仁川学院高等学校 管打 8 ｼﾃｨｰｶﾞｰﾙ･ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾘｽﾞﾑ 田村　修平

30 高校 県立鳴尾高等学校 金管 6 ある坂の向こう 広瀬　勇人
33 高校 甲子園学院中学校高等学校 金管 8 3つの情景 坂井　貴祐
32 高校 県立西宮北高等学校 金管 8 ﾋﾟｰｺｯｸ･ﾌﾞﾙｰ 福田　洋介
35 高校 県立芦屋国際中等教育学校 金管 8 金管八重奏のための「ﾊﾟｳﾞｧｰﾇとﾀﾞﾝｽ」 高橋　宏樹
37 高校 県立三田祥雲館高等学校 金管 8 ﾏﾝﾓｽ･ｹｰﾌﾞの軌跡 片岡　寛晶
31 高校 県立西宮高等学校 金管 8 ﾗ ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞｰﾙ ﾄﾞｩ ﾍﾟｲｻﾞｰｼﾞｭ～輝きの風光～ 郷間　幹男
34 高校 関西学院高等部 金管 8 華円舞 福田　洋介
36 高校 県立宝塚北高等学校 金管 8 3つの情景 坂井　貴祐
38 高校 西宮市立西宮東高等学校 打楽器 3 ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞﾀﾞﾝｽ　2011～3人の打楽器奏者のために 片岡　寛晶
40 高校 三田松聖高等学校 打楽器 3 夢幻 石毛　里佳
39 高校 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 打楽器 3 ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞﾀﾞﾝｽ　2011～3人の打楽器奏者のために 片岡　寛晶
41 高校 県立篠山産業高等学校 打楽器 4 彩雲 濵口　大弥
42 高校 三田学園高等学校 打楽器 5 雪灯籠/白虎 山澤　洋之


