
1 三崎 梨乃 マリンバ トルコ行進曲 ベートーヴェン

2 森田 光咲 マリンバ 虹を待つ猫 加藤　大輝

3 河津 桜乃 マリンバ Land 村松　崇継

4 池上 瑠南 マリンバ Yellow After the Rain Mitchell Peters

5 田上 楓大 スネアドラム March-Cadenza for Solo Snare Drum Gert Mortensen

6 西本 有希 スネアドラム ASVENTURAS Alexj Gerassimez

7 太田 弥沙 マルチ MOTION Lynn Glassock

8 河合 愛奈 フルート My Heart Will Go On J.ﾎｰﾅｰ＆W.ｼﾞｪﾆﾝｸﾞｽ

9 佐保野 いずみ フルート ｢歌の翼｣による幻想曲 H.Steckmest 稲岡 さつき

10 酒井 菜々花 フルート Amazing Grace 緒方 菜帆

11 船渡 由哉 フルート ソナタ　第1楽章 F.プーランク 南川 咲希

12 黒田 瑞生 フルート Capriccio in d/D Friedrich kuhlau

13 山本 若奈 フルート アシタカせっ記 久石讓 柳原 萌花

14 井本 真尋 フルート Nocturne et Allegro Scherzando Philippe Gaubert 宇治 尚子

15 宮本 彩世 フルート ユモレスク ドボルザーク 宮本 梨世

16 妹尾 春菜 フルート パンの笛（PAN ET LES BERGERS） Jules Mouquet 松尾 京子

17 桑名 奏絵 フルート 北の真珠op.86 ケーラー 桑名 明子

18 坂入 愛菜 フルート 子守歌 ケーラー 大田 心愛

19 井上 愛理 クラリネット 夕暮れの庭 八木澤 教司 楊 愛莉紗

20 大上 加暖 クラリネット カンツォネッタ Peter Ilyich Tchaikovsky 稲岡 さつき

21 本城  緋里 クラリネット London Derry Air Percy Aldridge Grainger 緒方 菜帆

22 中瀬 なぎさ クラリネット ラブレター Ayase

23 田中 心愛 クラリネット クラリネット協奏曲第10番より第1楽章 カール・シュターミッツ 大東 柚衣

24 山内 千弘 クラリネット FIVE BAGATELLES(PRELUDE) GERALD FINZI 谷風 早苗

25 濵田 朱光 クラリネット Andante cantabile ピョートル チャイコフスキー 本多 玲子

26 德山 紗代 バスクラリネット 種々の楽器のための小品集　第2曲　滅紫の幻影 石原勇太郎 中村 楓

27 高辻 月見 アルトサックス CHANSON ET PASSEPIED RUEFF,Jeanine 栗原 美琴

28 楊 愛莉紗 アルトサックス Chanson et Passepied Jeanine RUEFF 川﨑 朋恵

29 今村 咲月 アルトサックス Habanera Georges Bizet 稲岡 さつき

30 奥野 日和多 アルトサックス Prelude Et Saltarello Robert Planel 奥村 つかさ

31 玉井 竣 アルトサックス BALLADE For Solo E♭Alto Saxophone and Piano ALFRED REED 佐藤 沙織

32 紙谷 夢咲 アルトサックス CHANSON ET PASSEPIED JEANINE RUEFF 紙谷 翔音

33 大西 由結 テナーサックス 組曲｢動物の謝肉祭｣より　白鳥 Camille SaintｰSaens 鳥羽 愛

34 杉岡 愛蘭 テナーサックス 白鳥　組曲「動物の謝肉祭」から第13曲 サン・サーンス

35 森田 理子 トランペット Cantabile et scherzetto Pilippe Gaubert 本多 玲子

36 西村 梓 トランペット トランペット吹きの休日 L.Anderson 川西 花鈴

37 川畑 奏子 トランペット Ｇ線上のアリア バッハ 稲岡 さつき

38 松本 明咲 トランペット イギリス組曲 B.Fitzgerald 南川 咲希

39 水江 柊陽 トランペット 君をのせて 久石讓 稲岡 さつき
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40 松下 実希 トランペット 「輝く雪」の歌による変奏曲 Comp.Jean-Baptiste Arban 前場 結月

41 大野 葵 トランペット Petite Piece Concertante Guillaume Balay 黒﨑 ありさ

42 濵 乙未 トランペット Petite Piece Concertante Guillaume Balay 木村 治美

43 井戸 千織 トランペット 「トランペットとピアノのためのソナタ」より第一楽章 ジャン・ユボー 吉田 華菜

44 堀口 奏詩 トランペット Tomorrow Dream 安部 泰輝 本多 玲子

45 加藤 希美 ホルン ホルン協奏曲第三番第三楽章 W.A.モーツァルト 船橋 茉莉子

46 田中 柊太 ホルン 見上げてごらん夜の星を いずみたく 本多 玲子

47 田中 凜 ホルン 美女と野獣 Alan Menken 稲岡 さつき

48 森岡 隼人 ホルン 君をのせて 久石　譲 松本 幸子

49 田渕 彩葉 トロンボーン ＣＡＮＯＮ J.Pachelbel 稲岡 さつき

50 中川 瑚唯 トロンボーン Fantasy for Trombone James Curnow 澤田 依里

51 坂口 小弦 トロンボーン 歌のつばさ F.Menderssohn 南川 咲希

52 松本 愛美 トロンボーン Fantasy for Trombone James Curnow 杉瀬 みずき

53 大東 こころ トロンボーン カヴァティーナ サン•サーンス 桑原 瑠里

54 竹森 玲奈 トロンボーン イナのための歌 フィリップ・スパーク 松山 美月

55 東浦 陽人 トロンボーン ヴェニスの謝肉祭 ジャン・バティスト・アーバン 本多 玲子

56 佐藤 来海 トロンボーン トロンボーン協奏曲　第３楽章 Rimsky-Korsakov 松本 幸子

57 岩本 志穂 トロンボーン Canon J.Pachelbel 本多 玲子

58 山原 雄太 ユーフォニアム 人生のメリーゴーランド 久石讓 稲岡 さつき

59 吉川 怜歩 ユーフォニアム Song for Ina Philip Sparke 緒方 菜帆

60 田中 唯織 ユーフォニアム Rhapsody for Euphonium J カーナウ 高山 理帆

61 北村 結那 ユーフォニアム ユーフォ・フォー・ユー 高橋宏樹

62 杉本 向日葵 ユーフォニアム EUPHONIUM CONCERTO Joseph Horovitz 本多 玲子

63 磯 理咲子 ユーフォニアム Mazurka Nicholas D.Falcone

64 田端 優華 チューバ 星に願いを Leigh Harline 松本 幸子

65 富本 心晴 チューバ a touch of tuba art dedrick 森岡 絆奈

1 石井 綾菜 マリンバ Prism for Solo Marimba 安倍圭子

2 辻 若菜 マリンバ チャルダッシュ Vittorio Monti 小嶌 みのり

3 桜井 慶太 ビブラフォン ティンバー･スペース･タイム アルマンド･ロドリゲス

4 森川 郁美 スネアドラム portraits in rhythmより32 Anthony J. Cirone

5 岡崎 星音 スネアドラム Asventuras Alexej Gerassimez

6 大西 花理 打楽器 KIM Askell Masson

7 朝野 滉大 打楽器 dualites 宮本愛子

8 坊垣内 聖奈 フルート フルート・ソナタ　第一楽章 Paul Hindemith 中山 夕子

9 後田 陽菜乃 フルート 小組曲 作品12より 第１、４曲 Petite Suite,Op.12 No.1、No.4 Henri Busser 狩野 幸子

10 森本 依空 フルート SONATA F.Poulenc 中山 夕子

11 山﨑 美羽 フルート 無伴奏フルートのための「小品」 J．イベール

12 大野 友美加 フルート Fantasie Op.79 Gabriel Fauré 大野 直美

13 松本 凜 フルート 歌劇「ドン・ジョヴァンニ』より「奥様お手をどうぞ｣による変奏曲 Saverio Mercadante
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14 公庄 玲杏 クラリネット クラリネットソナタOp.167第1楽章 Camille Saint-Saens 下村 沙織

15 西崎 潤人 クラリネット クラリネット協奏曲 アーティ・ショウ 中井 美彩

16 岩崎 美織 クラリネット Four Characteristic Pieces Ballade. William Y.Hurlstone.

17 木村 花梨 クラリネット 夢やぶれて Claude Michel Schoenberg 松浦 靖佳

18 福田 悠花 クラリネット Concertino Weber 中山 夕子

19 寺尾 倫花 バスクラリネット Ballade EUGENE BOZZA 松本 美佳

20 吉田 夕夏 アルトサックス ファンタジー J.ドゥメルスマン 髙山 理帆

21 中川 菜沙 アルトサックス サクソフォン協奏曲 第1楽章 ポール・クレストン 橋本 帆南

22 太田 恵梨香 アルトサックス BALLADE HENRI TOMASI 髙山 里帆

23 八代 望永 アルトサックス Fantaisie ltalienne E.Bozza 近藤 真代

24 西本 美羽 アルトサックス Concertino Op.78 Jean-Baptiste Singelee 下村 沙織

25 村岡 明日香 アルトサックス Fantaisie Jules Demerssman 水谷 明寿香

26 岩崎 知里 アルトサックス BRILLANCE Gotkovsky 吉良 奈々香

27 岡田 唯鈴 アルトサックス プロヴァンスの風景　第1,2楽章 Paule Maurice 樋上 北斗

28 中山 黎斗 アルトサックス caprice en forme de valce Paul Bonneau

29 谷牧 大地 テナーサックス Fantaisie D. Bedard 樋上 北斗

30 山本 愛実 バリトンサックス アディオス・ノニーノ ピアソラ

31 南 音々 トランペット 独奏曲 第1番 Georges Hue 高山 理帆

32 福田 芽生 トランペット 演奏会用独奏曲 Theo Charlier 高山 理帆

33 平川 楓乃音 トランペット トランペット協奏曲 アレクサンドル・アルチュニアン 髙山 理帆

34 大石 広人 トランペット Cantabile et scherzetto Philippe Gaubert 桃原 晶子

35 松井 杏樹 トランペット Andante et Allegro Joseph-Guy Ropartz 伏見 元宏

36 坂田 桜 トランペット Sonata for trumpet and piano Karl Pilss 西村 亜彩

37 伊藤 夏姫 トランペット CORONATION Timothy Johnson

38 荒木 駿介 フリューゲルホルン Canzone Max Bruch 飯田 一護

39 城戸 友伊奈 トロンボーン トロンボーン協奏曲 第1楽章 リムスキー＝コルサコフ 杉森 未優

40 川畑 皓暉 トロンボーン Morceau Symphonique op.88 Alexandre Guilmant 向島 裕美

41 福永菜桜 トロンボーン Sonatina Serocki 佐久間 芽生

42 作本 有優 トロンボーン Sonata No.1 for Trombone and Piano 1、2 Johann Ernst Galliard 八久保 奈乃

43 新保 海 ユーフォニウム Panache RovinDewhurst 庄田 侑加

44 大門 育瑞 ユーフォニウム Song for Ina フィリップ・スパーク 堀口 新昊

45 岡本 蒼生 チューバ Song for Ina フィリップ・スパーク 森口 爽

46 清水 真理 チューバ チューバのための組曲　第一楽章 D.ハダット 宮﨑　希

47 池上 真宝 コントラバス コントラバス協奏曲 G.A.Capuzzi 神林 廉太郎


