
演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者

1 山本 澪 マルチパーカッション MOTION Lynn Glassock

2 池永 佳穂 マリンバ GITANO Alice Gomez

3 岡本 あかり マリンバ Czar das Monti 本多 玲子

4 加藤 碧 スネアドラム
trommel-Suite

2.toccaata　5.marcia
Siegfried fink

5 西川 浩美 スネアドラム A Minutes of News E.Novotney

6 大西 花理 スネアドラム Asventuras Alexej.Gerassimez

7 坊垣内 聖奈 フルート ｢歌の翼｣による幻想曲 シュテックメスト 中山 夕子

8 大野 友美加 フルート
フルート･ソナタ｢パンの笛｣ op.15

第1楽章｢パンと羊飼いたち｣
Jules MOUQUET 大野 直美

9 森本 茉鈴 フルート 妖精の踊り Gluck 中山 夕子

10 荒木 結衣 フルート 春よ、来い 松任谷 由実 庵戸 美音

11 片岡 和奏 フルート ｢歌の翼｣による幻想曲 シュテックメスト 戸間 葉月

12 下村 芽生 フルート 小さな声 岩田 学 今井 萌々香

13 沖 祐里 フルート ト長調のメヌエット L.V.ベートーヴェン

14 仲田 優芽 フルート フルートソナタ ドニゼッティ ガエタノ･ドニゼッティ 松岡 実優

15 桑名 奏絵 フルート ヴェニスの謝肉祭より ジュナン 桑名 明子

16 松山 美胡 フルート Minuet and Badinerie バッハ 中藤 敦子

17 山﨑 美羽 フルート
フルート協奏曲 第1番ト長調 作品29

第1楽章
C.Stamitz 中山 夕子

18 板東 栞 クラリネット クラリネット ソナタ 第1楽章 サン＝サーンス 米田 紗樹

19 田村 汐咲 クラリネット 32 ETUDES Cyrille Rose 北村 若菜

20 山本 小鈴 クラリネット Nocturne Chopin 藪内 ひなた

21 橋本 唯花 クラリネット Variations pour Clarinette et petit Orchestre ROSSINI 鈴木 琴絵

22 原 茉香 クラリネット Canzonetta Pierne 黒田 みゆき

23 楫 楓羽香 クラリネット KLARINETTEN=KONZERT NR.3　1楽章 CARL STAMITZ

24 小林 愛佳 クラリネット Clarinet Polka Polish Melody 本多 玲子

25 清水 奈侑 バスクラリネット 無伴奏チェロ組曲第3番より　ブーレ Ⅰ.Ⅱ バッハ

26 住田 花映 アルトサックス アディオス･ノニーノ アストル・ピアソラ 今西 七海

27 奥野 うた アルトサックス Andante et Allegro Andre Chailleux 奥野 実々

28 山﨑 満喜 アルトサックス さよならの夏～コクリコ坂から～ 坂田 晃一 稲岡 さつき

29 岡田 唯鈴 アルトサックス Chanson et Passepied JEANINE RUEFF 西村 亜彩

30 真柄 貴哉 アルトサックス Tableaux de Provence Paule Maurice 中藤 敦子

31 尾崎 紗梨華 テナーサックス SERENADE VARIEE Robert CLERISSE 中西 結愛

32 弓場 羽季 テナーサックス Yesterday Once More
John Bettis

Richard Carpenter
米田 紗樹

33 小栗 優楽 テナーサックス 人生のメリーゴーランド 久石 譲 藤崎 涼那

34 田中 里奈 ファゴット ソナタ ヘ長調 テレマン 吉川 香織

35 中島 日愛 トランペット トランペット協奏曲 変ホ長調　第1楽章 HUMMEL 堀 佳恋

36 坂田 桜 トランペット The Beautiful Snow J.B.Arban
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37 村井 佐織 トランペット 華麗なる幻想曲 J.B.アーバン 岸田 典子

38 森田 理子 トランペット Tomorrow Dream ～未来有る者へ～ 安部 泰輝 本多 玲子

39 山原 颯太 トランペット 君をのせて 久石 譲 稲岡 さつき

40 太田 夕愛 トランペット 輝く雪の歌による変奏曲 アーバン 本多 玲子

41 荒木 駿介 トランペット Fantasie Brillante J.B.Arban 城戸 友伊奈

42 澤井 梢薫 トランペット Fantasy for Trumpet MALCOLM ARNOLD

43 梶本 芙有 トランペット TRUMPET CONCERTO 第1楽章より フンメル 中藤 敦子

44 大川 真緒 トランペット 半音階トランペットとピアノのためのソナタ Jean Hubeau 奥山 日菜香

45 増野 優斗 ホルン ホルン協奏曲 op.11 第3楽章より リヒャルト シュトラウス 中藤 敦子

46 柴田 紗希 ホルン ROMANCE op.36 Camille Saint=Seans 山口 圭那子

47 福田 涼花 ホルン 高橋 大河

48 望月 彩羽 トロンボーン SHOUTIN LIZA TROMBONE HENRY GILLMORE 岡島 有希

49 薮内 ひなた トロンボーン 青春の輝き Albert Hammond and John Bettis 山本 小鈴

50 前枝 祐里奈 トロンボーン ソナタ ヘ長調 ALFRED MOFFAT 南部 裕菜

51 東浦 陽人 トロンボーン トロンカータ 三浦 秀秋 本多 玲子

52 川畑 皓暉 トロンボーン Concertinoより Ferdinand David 中藤 敦子

53 藤崎 涼那 ユーフォニアム 夢やぶれて クロード=ミシェル シェーンベルク 稲岡 さつき

54 種岡 理奈 ユーフォニアム INTRODUCTION AND DANCE J.E.BARAT 井上 牧

55 西 陽捺 ユーフォニアム 青春の輝き Richard Carpenter 西 涼捺

56 阪口 茉奈美 ユーフォニアム Rhapsody for Euphonium James Curnow 岩倉 愛樹

57 小田 萌音奏 ユーフォニアム 青春の輝き
リチャード カーペンター

ジョン･ベティス
迎 奈月

58 畑崎 ひかり ユーフォニアム 英国の賛美歌による変奏曲 Philip Sparke 神野 珠生

59 加藤 そら ユーフォニアム PANTOMIME PHILIP SPARKE

60 野田 真里奈 ユーフォニアム Student's Concertino 戸田 顕 中島 すず乃

61 脇阪 香蓮 チューバ SUITE FOR TUBA DON HADDAD 宮﨑 葵

62 松村 咲希 チューバ ホール･ニュー･ワールド alan Menken 稲岡 さつき

63 西澤 遼真 チューバ SUITE FOR TUBA DON HADDAD 中藤 敦子

演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者

1 宇田川 香菜 マリンバ 木琴小協奏曲 黛 敏郎 平井 令奈

2 菅沼 菜月 マリンバ Rhythm Dance Wittiber,Benjamin

3 伴野 紗月 スネアドラム A MINUTES OF NEWS Eugene Novotney

4 佐藤 柚月 スネアドラム ASVENTURAS Alexej.Gerassimez

5 坂内 希美 フルート 牝山羊の踊り Arthur Honegger

6 古川 里和 フルート Rondo Franz Xaver Mozart 中山 夕子

7 上田 千尋 フルート 牝山羊の踊り Arthur Honegger

8 福山 莉世 オーボエ SONATE DONIZETTI 髙山 理帆

9 中川 優歩 クラリネット クラリネット協奏曲3番第1楽章より C.STAMITZ 二塚 裕美
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10 松下 綠 クラリネット クラリネット協奏曲第3番op.11 Berrhard Crusell 髙山 理帆

11 大村 直幹 クラリネット CONCERTO NO.3 in Bb major C.STAMITZ 奥田 菜那

12 和塚 琴美 クラリネット クラリネットとピアノの為のソナタ第7番1楽章 Xavier Lefevie 竹本 舞依

13 鈴木 芙蓉子 クラリネット 変奏曲変ロ長調op.33より Weber 下村 沙織

14 西本 陽翔 クラリネット クラリネット協奏第1番変ホ長調op.1 Berrhard Crusell

15 松本 綾乃 クラリネット ウェーバーによる序奏、主題と変奏 Weber 佐藤 沙織

16 柳澤 俊 バスクラリネット BALLADE for BassClarinet＆Piano Eugene Bozza 甲斐 和佳乃

17 吉田 夕夏 ソプラノサックス Fantasie Brillante Denis BEDARD 髙山 理帆

18 中川 千佑希 アルトサックス プロバンスの風景 第1，2楽章 Paule Maurice 須藤 那美

19 橋本 愛理 アルトサックス Prelude Et Saltarelle Robert Planel 小倉 菜摘

20 岡本 来夢 アルトサックス ANDANTE ET ALLEGRO ANDRE CHAILLEUX 森田 莉未

21 岩﨑 知里 アルトサックス CONCERTINO SINGELEE 佐久間 芽生

22 木村 伊織 アルトサックス 小さなチャルダッシュ イトゥラルデ 高橋 奈央

23 中山 黎斗 アルトサックス CONCERTINO SINGELEE 佐久間 芽生

24 奥 光理 アルトサックス BALLADE HENRI TOMASI

25 浦 海斗 テナーサックス ADAGIO AND ALLEGRO Robert Schumann 二塚 裕美

26 小野 愛 バリトンサックス BALLADE H.TOMASI 西村 亜彩

27 楢崎 結惟 トランペット FANTASIE FRANCIS THOME 原口 倫咲

28 大平 穂乃花 トランペット 華麗なる幻想曲 J.B.Arban

29 堀江 美月 トランペット 華麗なる幻想曲 J.B.Arban 堀江 美智

30 田中 みのり トランペット トランペット協奏曲変イ長調 A.アルチュニアン 髙山 理帆

31 古川 碧之輔 トランペット Andante et scherzo J.Ed.Barat 川元 萌

32 永井 彩南 トランペット FANTASIE FRANCIS THOME 髙山 理帆

33 田島 久留美 トランペット
SONATEより

Ⅰ-Sarabande Ⅱ-Intermede Ⅲ-Spiritual
Jean Hubeau 羽根 明里

34 菊池 理一 トランペット Fataisie Brillante J.B.Arban 松家 未歩

35 泉谷 真衣 トランペット ｢輝く雪｣の歌による変奏曲 J.B.Arban 山本 紗英

36 光延 健 トランペット PRELUDE ARIA E SCHERZO ENNIO PORRINO 竹本 舞依

37 酒井 蓮矢 トランペット
Morceau de Concours op.57：pour Concours du

Coservatoire National
G.Alary 藤木 里歩

38 藤原 史奈 トランペット Liebeslied Oskar Bohme 井口 結里

39 辻 敏孝 トロンボーン Concert Alleglo A.Lebedev

40 樋口 菜々花 トロンボーン Morceau Symphonique Alexandre Guilmant

41 田中 紳二朗 トロンボーン Trombone Sonata Eric Emazen 川端 浩之

42 藤田 葵衣 バストロンボーン コンチェルト第1番 河合

43 中井 麗結 ユーフォニアム 幻想曲ト短調 作品94 Johann Nepomuk Hummel 吉良 奈々香

44 伊藤 咲希 ユーフォニアム FANTASY PHILIP SPARKE 濱田 笑里

45 杉本 歩奈 ユーフォニアム Fantasy Variations for Euphonium and Piano 伊藤 康英

46 平田 涼 ユーフォニアム 英国の賛美歌による変奏曲 P.スパーク 濱島 香乃


