
1 西山 璃子 マリンバ 道 安倍圭子

2 川﨑 愛華 マリンバ 熊蜂の飛行 Nikolai RimskyｰKorsakov

3 谷口 大輝 マルチパーカッション DUALITES 宮本愛子

4 櫻井 慶太 マルチパーカッション デュアリテ 宮本 愛子

5 松田 和啓 スネアドラム Asventuras for solo snare drum Alexej Gerassimez

6 平山 洸太朗 スネアドラム アスヴェンチュラス アレクセイ・ゲラシメス

7 伴野 紗月 スネアドラム 小太鼓組曲より第2楽章toccata 第5楽章marcia Siegfried Fink

8 平野 いつは ピッコロ ソナタ　ハ長調 J.S.Bach 奥戸 雅子

9 川瀬 未紗 フルート Suite de Trois Morceaux 3.valse benjamin godard 谷村 陽菜

10 山﨑 美羽 フルート 牝山羊の踊り Arthur Honegger

11 萩原 蘭 フルート Andante W.A.Mozart 中山 夕子

12 古川 里和 フルート ROMANCE GAUBERT 中山 夕子

13 森本 依空 フルート Grand Solo NO.5 J.T.Tulou 中山 夕子

14 松下 菜緒 フルート バラード F.マルタン 奥戸 雅子

15 庵戸 美音 フルート 「歌の翼」による幻想曲 シュテックメスト 堀江 美月

16 松本 凜 フルート Rondo Capriccioso Anton Stamitz

17 浅田 真鈴 フルート Concertino C.Chaminade 森口 爽

18 北郷 菜把 クラリネット カノン Johann Pachelbel 吉川 夢月

19 和塚 琴美 クラリネット 序奏とロンド CH.-M.WIDOR. 西村 亜彩

20 岡野 陽 クラリネット クラリネット協奏曲第3番より第一楽章 C.シュターミッツ 山口 彩菜

21 森本 遥 クラリネット F.A.E.ソナタ J.Brahms 岡田 佳良子

22 鈴木 芙蓉子 クラリネット ソロ・ド・コンクール A.メサジェ 下村 沙織

23 有本 ひなた クラリネット クラリネットソナタ第7番 J.X.ルフェーブル 門脇 いずみ

24 寺尾 倫花 バスクラリネット 無伴奏チェロ組曲　第4番ジーグ J.S.バッハ

25 梁井 玲花 バスクラリネット BALLADE for BassClarinet＆Piano EUGENE BOZZA 鈴木 琴絵

26 中山 黎斗 アルトサクソフォン Ballade Henry Tomasi 髙山 理帆

27 橋本 愛理 アルトサックス DIVERTIMENTO Roger Boutry 小倉 菜摘

28 吉田 夕夏 アルトサックス SONATA　op.19 Paul Creston 髙山 理帆

29 鈴木 詩音 アルトサックス ファンタジー J.ドゥメルスマン 門脇 いずみ

30 福永 心音 アルトサックス SONATA Paul Creston 龍神 暁子

31 中川 千佑希 アルトサックス オリジナルテーマによる幻想曲 Jules Demersseman 下村 沙織

32 重松 歩季 Alto Saxophone Adios Nonino A.Piazzolla

33 岡本 来夢 Alt Saxophone Divertiment 1mov. Roger Boutry 西村 亜彩

34 岩崎 知里 アルトサックス PRELUDE ET SALTARELLE PLANEL 吉良 奈々香

35 沖田 柊弥 アルトサックス Fantaisie Jules Demersseman 仲島 浜美

36 椋田 愛衣 アルトサックス TABLEAUX DE PROVENCE Paule Maurice 椋田 理恵

37 岡野 瑛 テナーサックス テナー・サクソフォーンとピアノのための協奏曲 J.B.サンジュレー 山口 彩菜

38 浦 海斗 テナーサックス PANTOMIME Philip Sparke 髙山 理帆

39 大野 夏波 テナーサックス ファンタジア H.ヴィラ＝ロボス 門脇 いずみ

40 冨田 菜沙 バリトンサックス Adios Nonino Piazzola 谷村 陽菜

41 玉川 勇之心 トランペット レントとスケルツォ バラ

42 坂田 桜 トランペット andante et allegro J.GUY ROPARTZ 西村 亜彩

43 松井 杏樹 トランペット 演奏会用小品 Andre C7HAILLEUX 伏見 元宏

44 伊藤 夏姫 トランペット SONATE Ⅰ. SARABANDE JEAN HUBEAU 西村 亜彩

45 堀江  美月 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 庵戸 美音

46 今井 桃花 トランペット ソナタ第1楽章 Thorvald Hansen

47 岡 亮太 トランペット うらら・インザスカイ 小六禮次郎 柳生 朱璃

高校生の部

審査員　フルート奏者：木村 礼子　　トランペット奏者：常磐井 大志　　パーカッション奏者：福島 瑛子



48 南 音々 トランペット  petite piece concertante Guillaume Balay 小西 とも子

49 平川 楓乃音 トランペット ソロ第1番 ユー 高山 理帆

50 速水 経彦 トランペット Andante et Allegro Joseph-Guy Roparts

51 福田 芽生 トランペット petite piece concertante guillaume balay 高山 理帆

52 酒井 蓮矢 トランペット Solo de Concert G.Hüe 上嶌 祐子

53 石田 凜桜 トランペット ソナタ第3楽章 Karl Pilss

54 中西 陽菜 トランペット The Beautiful Snow J.B.Arban 世古 幸代

55 田島 久留美 トランペット Sarabande Jean Hubeau 羽根 明里

56 横田 和希 トランペット 華麗なる幻想曲 Jean Baptiste Arban 横田 萌々子

57 山本 さくら トランペット ソナタ第三楽章 Thorvald Hansen

58 野口 桃花 ホルン ポエム アニシモフ 坂本 美紀

59 石川 智晴 ホルン 無伴奏チェロ組曲第3番よりブーレ バッハ作曲(W.ホス編曲)

60 下濱 美月 トロンボーン トロンボーンとピアノのための協奏曲 グレンダール

61 松浦 靖佳 トロンボーン 虹の彼方に Harold Arlen 吉村 小夏

62 福永菜桜 トロンボーン トロンボーン協奏曲 ニコライ・リムスキー＝コルサコフ 佐久間 芽生

63 栄 陽向太 バストロンボーン concert for bass trombone Eric Ewazen 伊賀 さくら

64 森本 愛結 バストロンボーン バストロンボーンのための協奏曲 E.イウェイゼン 山口 彩菜

65 小田 萌音奏 ユーフォニアム SONATA in F minor, TWV41:f1 第一楽章･第二楽章 TELEMANN 迎 奈月

66 新保 海 ユーフォニアム Euph.for You 高橋 宏樹 吉村 小夏

67 森元 遥 ユーフォニアム The Beautiful Snow Arban

68 山内 美空 ユーフォニアム Fantasy for Euphonium Philip Sparke 小倉 菜摘

69 岡野 成奈 ユーフォニアム めぐり逢い Andre Gagnon

70 種岡  理奈 ユーフォニアム Rhapsody for Euphonium James.Curnow 高山 理帆

71 松下 幸平 チューバ チューバのための組曲　第一楽章 D.ハダッド 山口 彩菜

72 藤本 真央 チューバ SONATA Ⅰ inF Benedetto Marcello 三木 わかば

73 山本 唯吹 チューバ Sonata Ⅰ in F Ⅰ Ⅱ Benedetto Marcello

74 中野 譲太郎 チューバ チューバ協奏曲 八木澤　教司 数井 紗知

75 竹村 綾人 コントラバス A Carmen Fantasy：Ⅲ　NocturneｰMichaela Aria Frank Proto 福西 奏波

76 米田 和輝 コントラバス 30エチュードから 11番 F.シマンドル 神林 廉太郎

1 米倉 陽菜 マリンバ ラデツキー行進曲 シトラウス

2 木村 優 マリンバ 天国と地獄 オッフェンバック

3 河津 桜乃 マリンバ Land 村松崇継

4 辻岡 夏陽 打楽器 DUALITES 宮本 愛子

5 城田 諭輔 スネアドラム Asventuras Gerassimez.Alexej

6 新土居 佳歩 スネアドラム そよ風に舞う 菊池 雅春 井上 愛理

7 冨田 小鈴 ピッコロ 小舟にて Claude Achille Debussy

8 福原 美音 フルート メヌエット｢アルルの女｣より Georges Bizet 稲岡 さつき

9 金田 日向 フルート SONATINA　第一楽章 E.BURTON 尾崎 則子

10 井本 真尋 フルート MELODY　 NOBLOT 宇治 尚子

11 森本 茉鈴 フルート 「庭の千草」変奏曲 kummer 中山 夕子

12 吉野 絢香 フルート 無伴奏フルートのための12の幻想曲第5番 Georg Philipp Telemann

13 坊垣内 聖奈 フルート フルートソナタ ドニゼッティ 中山 夕子

14 原口 遥奈 フルート 歌の翼による幻想曲 H.Steckmest 石田 美佳子

15 米澤 穂乃香 フルート 風が運ぶもの 岩田学 許斐 絢香

16 妹尾 春菜 フルート Melody E.Noblot 中務 結菜

17 北見 里菜 フルート 春よ、来い 松任谷 由美 西村 亜彩

中学生の部
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18 竹内 真子 フルート SONATA EN CONCERT DAMASE 中藤 敦子

19 鈴木 優和 フルート Pan Donjon

20 澤田 愛実 オーボエ 風笛〜あすかのテーマ〜 大島ミチル 井本 瑠莉

21 米永 梨乃 オーボエ オーボエ ソナタ ドニゼッティ

22 芳賀 菜都子 クラリネット 春の歌 J.L.F.Mendelssohn 稲岡 さつき

23 岡本 恋奈 クラリネット クラリネットソナタ　op.167 Saint-Saens 大田 愛夢

24 田中 心愛 クラリネット 幻想小曲集 ガーデ 大東 柚衣

25 中村 友南 クラリネット Adagio Barmann

26 銭谷 美佑 バスクラリネット 白鳥 カミーユ・サン＝サーンス

27 藤本 聖菜 バスクラリネット 美女と野獣 Alan Menken 石田 容子

28 磯野 弘典 アルトサクソフォン ソナタ第1楽章 ポール・クレストン 深江 樹

29 西本 美羽 A.Sax CHANSON ET PASSEPIED JEANINE RUEFF 山瀬 香

30 福田 みこ アルトサックス ｢ソナタ第6番｣より第１，第2楽章 G.F.Handel 中藤 敦子

31 岡田 唯鈴 アルトサックス プロヴァンスの風景　II いとしい人への歌　III ジプシーの女 Paule Maurice 西村 亜彩

32 紙谷 夢咲 アルトサックス VACANCES Damase,J-M. 山中 日菜子

33 米田 紗樹 アルトサックス プロヴァンスの風景　II 　III Paule Maurice 西村 亜彩

34 辻 七海 アルトサックス 愛のあいさつ Edward Elgar 稲岡 さつき

35 牧村 友夢 アルトサックス CHANSON ET PASSEPIED Jeanine Rueff

36 蘒原 志帆 テナーサックス Selenade Variee ロバート クレリス 楊 愛莉紗

37 藤本 佳奈 テナーサックス Fantasia　Ⅲ Heitor Villa-Lobos 杉村 瑚々音

38 吉川 もも香 テナー　サックス ハンガリー舞曲　弟5番 ブラームス 井上 牧

39 宮﨑 葵 テナーサックス Song for Ina Philip Sparke 辻 みのり

40 出井 響 バリトンサックス 陽のあたる庭 八木澤　教司 隠地 美保

41 堀川 優衣子 バリトンサックス Solo de Concert Jean Baptiste Singelee

42 西田 琉聖 バリトンサックス チェロ組曲第3番より　ブーレⅠ,Ⅱ バッハ

43 植本 千晴 トランペット ロンドンデリーの歌 稲岡 さつき

44 藤原 稜大 トランペット 調子のいい鍛冶屋による変奏曲 G.F.Handel 藤原 優圭

45 大杉 葵羽 トランペット 青春の輝き R.Carpenter、J.Bettis、A.Hammond 稲岡 さつき

46 森田 理子 トランペット Cantabile et scherzetto Philippe Gaubert 本多 玲子

47 嶋内 明日香 トランペット Forty Progressive Etudes for Trumpet no.28,30 Chritopher Moore

48 太田 夕愛 トランペット トランペット協奏曲　変ホ長調 フンメル 本多 玲子

49 丹下 來未 トランペット 「輝く雪の歌」による変奏曲より ジャン＝バティスト・アーバン 濱田 朱里

50 西川 怜花 トランペット Aria con Variazioni G.F.Handel 中藤 敦子

51 向井 忠廣 トランペット イギリス組曲 Fitzgerald 中藤 敦子

52 河野 胡夢 トランペット SONATA第1楽章 Jean・Hubeau 中藤 敦子

53 加藤 希美 ホルン ホルン協奏曲第３番より 第1楽章 W.A.モーツァルト 岸田 典子

54 西浦 佳乃梨 ホルン ホルン協奏曲第３番第一楽章 モーツァルト 本多 玲子

55 西岡 由桂 ホルン アメイジング・グレイス イギリス民謡 稲岡 さつき

56 東浦 陽人 トロンボーン トロンカータ 三浦秀秋 本多 玲子

57 白井 凛 トロンボーン Melodious Etudes for Trombone NO.4 A.Raph

58 下村 ともみ トロンボーン SONATA Telemann 中藤 敦子

59 西田  真菜 ユーフォニアム Melodious Etudes for Trombone NO.47 A.Raph

60 森本 陽大 ユーフォニアム イナのための歌 Philip Sparke 中藤 敦子

61 長島 孝陽 ユーフォニアム Euphonium Concerto Ⅰ Joseph Horovitz 緒方 菜帆

62 辻井 沙奈 ユーフォニアム 君をのせて 宮崎駿 松本 愛美

63 牧村 友里奈 ユーフォニアム 花は咲く 菅野 よう子 石田 容子

64 西 陽捺 ユーフォニアム Three lonely songs 高橋　宏樹 本多 玲子

65 内山 拓海 ユーフォニアム 青春の輝き Richard Karpenter 松本 幸子

66 杉本 向日葵 ユーフォニアム ユーフォニアムの為のラプソディー ジェームズ・カーナウ 本多 玲子

67 南 理央 チューバ 動物の謝肉祭より「象」 C.サン＝サーンス

68 刀祢 優吏花 チューバ アメージング・グレース イギリス民謡

69 加藤 いろは チューバ 友がそばにいるということ 清水　大輔 加藤 博美


