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【１階新館ホール 会場】 
 

◇小学生部門◇ 
 

1 野田市立みずき小学校 打楽器四重奏 
ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡／中谷孝哉 

 

2 野田市立みずき小学校 金管・打楽器八重奏 
「５つの宮廷舞曲」より 王のイントラーダ，スコットランド舞曲 W.ブレイド／小野寺真 

 

3 野田市立みずき小学校 金管八重奏 
てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島弘和 

 

4 柏市立柏第三小学校 木管・打楽器七重奏 
マカーム・ダンス 片岡寛晶 

 
 

◇中学校 打楽器部門◇ 
 

5 流山市立おおたかの森中学校 打楽器七重奏 
雷鳴のゼウス～打楽器７重奏のための 島崎雄斗 

 

6 流山市立西初石中学校 打楽器五重奏 
祈りの光Ⅰ 一つの思い 山澤洋之 

 

7 我孫子市立久寺家中学校 打楽器五重奏 
第二組曲 金田真一 

 

8 松戸市立第一中学校 打楽器五重奏 
ルナ 野本洋介 

 

9 野田市立東部中学校 打楽器四重奏 
ウズ 濵口大弥 

 

10 柏市立田中中学校 打楽器四重奏 
ヴァリアッツィオーネ・ディ・ディアーヴォロ 濵口大弥 

 

11 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 打楽器四重奏 
傀儡の匣 濵口大弥 

 

12 松戸市立常盤平中学校 打楽器四重奏 
大空に翔る蒼き翼を持つ者 山澤洋之 

 

13 柏市立松葉中学校 打楽器四重奏 
エオリアン・カルテット 金田真一 

 

14 鎌ケ谷市立第五中学校 打楽器三重奏 
エオリアン・トリオ 金田真一 

 

15 流山市立東部中学校 打楽器三重奏 
トリオ・パー・ウノ N.ジヴコヴィッチ 

 
 

◇高等学校部門◇ 
 

16 千葉県立小金高等学校 打楽器六重奏 
ヴォルケーノ・タワー～６人の打楽器奏者のための J.グラステイル 

 

17 千葉県立柏高等学校 打楽器五重奏 
桜の川 濱口大弥 

 

18 専修大学松戸高等学校 打楽器四重奏 
ヴァリアッツィオーネ・ディ・ディアーヴォロ 濱口大弥 

 

19 麗澤高等学校 打楽器四重奏 
水面に射す紅き影の波紋 山澤洋之 

 

20 聖徳大学附属女子高等学校 管楽・打楽器八重奏 
スザート組曲 T.スザート／進藤初男 

 

21 千葉県立柏の葉高等学校 管楽・打楽器七重奏 
七つの惑星、そうして目に見えないもの -「星の王子さま」のエピソードによる組曲 侘美秀俊 

 

22 千葉県立松戸六実高等学校 金管・打楽器八重奏 
時の栞 對島樹 

 

23 麗澤高等学校 金管八重奏 
第７旋法のカンツォン 第１番 G.ガブリエリ 

 

24 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 金管八重奏 
華円舞 福田洋介 

 

25 中央学院高等学校 金管八重奏 
テルプシコーレⅠ 森田一浩 
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26 千葉県立小金高等学校 金管八重奏 
忘却の城跡 八木澤教司 

 

27 聖徳大学附属女子高等学校 金管八重奏 
ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエリ／進藤初男 

 

28 千葉県立東葛飾高等学校 金管八重奏 
華円舞 福田洋介 

 

29 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 金管七重奏 
金管七重奏のための“ティー・タイム” 高橋伸哉 

 

30 千葉県立柏高等学校 金管七重奏 
連獅子 福田洋介 

 

31 千葉県立松戸高等学校 金管五重奏 
花のワルツ P.I.チャイコフスキー／織田英子 

 

32 千葉県立柏中央高等学校 金管五重奏 
花をどり 福田洋介 

 

33 千葉県立我孫子東高等学校 金管四重奏 
３つの小品 作品２９より D.ユーバー 

 

34 我孫子二階堂高等学校 管楽七重奏 
ムーアサイド組曲より G.ホルスト／山本教生 

 

35 聖徳大学附属女子高等学校 木管七重奏 
クープランの墓 M.ラヴェル／進藤初男 

 

36 千葉県立東葛飾高等学校 木管七重奏 
水墨画三景にみる白と黒の陰翳 内藤友樹 

 

37 千葉県立我孫子高等学校 木管五重奏 
躍動する魂～フレキシブル・アンサンブルのための 江原大介 

 

38 麗澤高等学校 木管四重奏 
地下鉄 三浦秀秋 

 

39 千葉県立我孫子東高等学校 木管四重奏 
１７世紀の古いハンガリー舞曲より F.ファルカシュ 

 

40 専修大学松戸高等学校 木管三重奏 
ディベルティメント M.アーノルド 

 

41 千葉県立松戸高等学校 木管三重奏 
見えない鳥たち 田村修平 

 

42 千葉県立小金高等学校 サクソフォン六重奏 
「サクソフォン・シャンソネット」より Ⅰ.フーガ，Ⅳ.パレード 福田洋介 

 

43 千葉県立柏高等学校 サクソフォン四重奏 
遊戯 本田俊之／西條太貴 

 

44 中央学院高等学校 サクソフォン四重奏 
異教徒の踊り P.ショルティーノ 

 

45 千葉県立松戸六実高等学校 サクソフォン四重奏 
アミューズメント・パーク組曲 高橋宏樹 

 

46 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 サクソフォン四重奏 
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール／鈴木英史 

 

47 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 クラリネット五重奏 
カレイドスコープ R.ロレンツ 

 

48 千葉県立柏高等学校 クラリネット五重奏 
ある森の一日 本田拓滉 

 

49 中央学院高等学校 クラリネット五重奏 
カレイドスコープ R.ロレンツ 

 

50 千葉県立小金高等学校 クラリネット四重奏 
超絶技巧練習曲 第七番「アニマンド」～クラリネット四重奏のための～ 阿部勇一 

 

51 千葉県立松戸六実高等学校 クラリネット四重奏 
超絶技巧練習曲 第五番「グラフィティ・オブ・スウィング」～クラリネット四重奏のための～ 阿部勇一 

 

52 千葉県立松戸六実高等学校 フルート四重奏 
「夏山の一日」より Ⅲ，Ⅳ E.ボザ 
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【2 階多目的ホール 会場】 
 

◇中学校 金管部門◇ （審査都合上、木管・弦・打楽器含むアンサンブルがあります） 
 

1 鎌ケ谷市立第三中学校 木管・打楽器八重奏 
鼓動 木管五重奏と打楽器三重奏のための A.ピアソラ／片岡寛晶 

 

2 松戸市立第五中学校 木管・打楽器八重奏 
テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス／一ツ柳正人 

 

3 松戸市立和名ケ谷中学校 木管・打楽器八重奏 
マカーム・ダンス～８人のフレキシブルアンサンブルのために 片岡寛晶 

 

4 松戸市立小金中学校 管・弦・打楽器八重奏 
躍動する魂～フレキシブル・アンサンブルのための 江原大介 

 

5 流山市立南流山中学校 管・弦・打楽器七重奏 
東北地方の民謡によるコラージュ 櫛田胅之扶 

 

6 我孫子市立湖北中学校 管楽・打楽器八重奏 
森の勇者たち 田村修平 

 

7 野田市立川間中学校 管楽・打楽器八重奏 
マカーム・ダンス～８人のフレキシブルアンサンブルのために 片岡寛晶 

 

8 松戸市立第二中学校 管楽・打楽器八重奏 
オルケゾグラフィ舞踏曲集 T.アルボ／小野寺真 

 

9 柏市立逆井中学校 木管・打楽器八重奏 
森の勇者たち 田村修平 

 

10 野田市立岩名中学校 管楽・打楽器八重奏 
トォロワジエム・バレエ・シメリック 天野正道 

 

11 野田市立福田中学校 管楽・打楽器五重奏 
なぞのたからばこ 石毛里佳 

 

12 松戸市立第二中学校 金管・打楽器八重奏 
フォロー・ミー～若き馬方の夢～ 足立正 

 

13 松戸市立第五中学校 金管・打楽器八重奏 
A Night, at a Bar 高昌帥 

 

14 野田市立岩名中学校 金管・打楽器六重奏 
テレプシコーレ舞曲集 M.プレトリウス／P.リーヴ 

 

15 松戸市立栗ケ沢中学校 金管・打楽器五重奏 
軍隊行進曲 F.シューベルト／高橋宏樹 

 

16 野田市立川間中学校 管楽・弦バス五重奏 
リリックピース １番 田嶋勉 

 

17 柏市立田中中学校 管楽五重奏 
七つの惑星、そうして目に見えないもの -「星の王子さま」のエピソードによる組曲 侘美秀俊 

 

18 松戸市立六実中学校 管楽四重奏 
春の扉 山下祐加 

 

19 流山市立南流山中学校 金管八重奏 
火天の舞 尾崎一成 

 

20 柏市立豊四季中学校 金管八重奏 
ガーシュイン・イン・ブラス ! ! ２ G.ガーシュウィン／黒川圭一 

 

21 流山市立おおたかの森中学校 金管八重奏 
華円舞 福田洋介 

 

22 流山市立南部中学校 金管八重奏 
カテドラル・プレリュード M.ゴールドマン 

 

23 鎌ケ谷市立第五中学校 金管八重奏 
ピーコック・ブルー 福田洋介 

 

24 流山市立西初石中学校 金管八重奏 
ピーコック・ブルー 福田洋介 

 

25 柏市立高柳中学校 金管八重奏 
あの虹の向こう M.ゴールドマン 

 

26 松戸市立常盤平中学校 金管八重奏 
華円舞 福田洋介 

 

27 流山市立東部中学校 金管八重奏 
スザート組曲 T.スザート／藪﨑彩音 
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28 松戸市立第六中学校 金管八重奏 
ピアノとフォルテのソナタ G.ガブリエリ／P.ジョーンズ 

 

29 我孫子市立久寺家中学校 金管八重奏 
文明開化の鐘 高橋宏樹 

 

30 柏市立逆井中学校 金管八重奏 
ピーコック・ブルー 福田洋介 

 

31 松戸市立小金南中学校 金管八重奏 
ピーコック・ブルー 福田洋介 

 

32 松戸市立小金南中学校 金管八重奏 
金管八重奏曲 高昌帥 

 

33 松戸市立第一中学校 金管八重奏 
３つの情景 坂井貴祐 

 

34 我孫子市立白山中学校 金管八重奏 
クロス・セクション・ビュー 三浦秀秋 

 

35 鎌ケ谷市立第三中学校 金管七重奏 
シラノ・ド・ベルジュラックの音楽 福田洋介 

 

36 柏市立柏第四中学校 金管六重奏 
Spring Green～未知への扉～ M.ゴールドマン 

 

37 松戸市立旭町中学校 金管六重奏 
あの坂の向こう 広瀬勇人 

 

38 松戸市立小金中学校 金管六重奏 
ミッドナイト・サマー・ストリート～金管六重奏のための 大野雄士 

 

39 野田市立東部中学校 金管五重奏 
ギャレット・キャッツ・ボール 福田洋介 

 

40 野田市立東部中学校 金管五重奏 
Century Rose～不滅の花～ M.ゴールドマン 

 

41 野田市立関宿中学校 金管五重奏 
グリーンアベンチュリン M.ゴールドマン 

 

42 柏市立南部中学校 金管五重奏 
いさり火の歌 福田洋介 

 

43 松戸市立六実中学校 金管五重奏 
ゴリウォーグのケークウォーク「子供の領分」より C.ドビュッシー／鹿野草平 

 

44 柏市立柏第二中学校 金管五重奏 
いさり火の歌 福田洋介 

 

45 鎌ケ谷市立第四中学校 金管五重奏 
ロックポート 広瀬勇人 

 

46 我孫子市立我孫子中学校 金管四重奏 
さくらのうた 福田洋介 

 

47 柏市立大津ケ丘中学校 金管四重奏 
３つのわらべうた Ⅰ.かごめかごめ，Ⅱ.夕焼け小焼け，Ⅲ.七つの子 高橋宏樹 

 

48 柏市立柏第五中学校 金管四重奏 
こどもたちのせかい 渡部哲哉 

 

49 鎌ケ谷市立第四中学校 金管四重奏 
スタートライン 山下祐加 

 

50 我孫子市立久寺家中学校 金管四重奏 
時の翼 広瀬勇人 

 

51 流山市立南部中学校 金管三重奏 
星屑のスケッチ 辻峰拓 

 

52 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 金管三重奏 
金管３重奏のための「シティースケープス」 田村雅之 

 

53 松戸市立古ケ崎中学校 金管三重奏 
ルナ・マーレ ～月の海～ 宮川成治 

 

54 我孫子市立白山中学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏 
北欧の歌～３つのフィンランド民謡による～ 高橋宏樹 

 

55 松戸市立河原塚中学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏 
NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ「ウォーリア・パスト」 J.グラム／山岸和正 
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【４階音楽室 会場】 
 

◇中学校 木管部門◇ （審査都合上、金管・弦・打楽器含むアンサンブルがあります） 
 

1 柏市立逆井中学校 管・弦・打楽器六重奏 
ゴリウォーグのケークウォーク「子供の領分」より C.ドビュッシー／鹿野草平 

 

2 松戸市立古ケ崎中学校 管楽・打楽器六重奏 
３つの花 福田洋介 

 

3 松戸市立根木内中学校 管楽・打楽器五重奏 
春の扉 山下祐加 

 

4 柏市立高柳中学校 木管・打楽器四重奏 
トリプルあいすⅡ 八木澤教司 

 

5 流山市立おおたかの森中学校 管楽・弦バス八重奏 
てぃーちてぃーる～沖縄民謡による～ 福島弘和 

 

6 鎌ケ谷市立第五中学校 管楽五重奏 
スザート舞曲 T.スザート／白岩優拓 

 

7 野田市立木間ケ瀬中学校 管楽四重奏 
森のカルテット 広瀬勇人 

 

8 流山市立南流山中学校 木管八重奏 
鬼姫 -ある美しき幻影- 田村修平 

 

9 流山市立おおたかの森中学校 木管八重奏 
哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下倫士 

 

10 鎌ケ谷市立第五中学校 木管八重奏 
弦楽四重奏曲 第２番より 第１楽章 A.ボロディン／黒川圭一 

 

11 流山市立西初石中学校 木管八重奏 
風の戯れⅡ 八木澤教司 

 

12 松戸市立第二中学校 木管・弦バス八重奏 
パガニーニの主題による狂詩曲 S.ラフマニノフ／吉田亘 

 

13 松戸市立常盤平中学校 木管・弦バス八重奏 
十二色相環～衝突、拡散、交錯する８人の木管楽器奏者のための 石川健人 

 

14 流山市立東部中学校 木管八重奏 
風変わりな美女 E.サティ／黒川圭一 

 

15 我孫子市立久寺家中学校 木管八重奏 
鬼姫 -ある美しき幻影- 田村修平 

 

16 松戸市立第一中学校 木管八重奏 
ゆきのはなびら 福田洋介 

 

17 我孫子市立白山中学校 木管八重奏 
哀歌～「佐渡情話」の物語によるバラード 松下倫士 

 

18 柏市立柏第四中学校 木管六重奏 
夜のジャズ A.ルーセル／山本教生 

 

19 柏市立大津ケ丘中学校 木管六重奏 
ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク／中村昭彦 

 

20 柏市立富勢中学校 木管六重奏 
ドライ・ボーン 黒人霊歌／山本教生 

 

21 柏市立南部中学校 木管五重奏 
コッツウォルズの風景 広瀬勇人 

 

22 松戸市立旭町中学校 木管五重奏 
フラワー・クラウン 和田直也 

 

23 柏市立高柳中学校 木管五重奏 
コッツウォルズの風景 広瀬勇人 

 

24 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 木管五重奏 
なぎさの詩 福田洋介 

 

25 柏市立松葉中学校 木管五重奏 
パルス 松下倫士 

 

26 鎌ケ谷市立第四中学校 木管四重奏 
森のカルテット 広瀬勇人 

 

27 松戸市立栗ケ沢中学校 木管四重奏 
子猫と蝶 酒井格 
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28 野田市立東部中学校 木管三重奏 
緋色の輪舞 福田洋介 

 

29 野田市立関宿中学校 木管三重奏 
レタスのまど 石毛里佳 

 

30 流山市立南部中学校 木管三重奏 
マカリッシュ・ソフィア 片岡寛晶 

 

31 松戸市立第二中学校 木管三重奏 
詩曲Ⅱ 井澗昌樹 

 

32 松戸市立古ケ崎中学校 木管三重奏 
春のロンド 福田洋介 

 

33 松戸市立第六中学校 木管三重奏 
巨匠の４つの小品より M.フランク･S.シャイト･H.パーセル･P.H.エルレバッハ／H.M.シェイフェス 

 

34 松戸市立小金中学校 木管三重奏 
見えない鳥たち 田村修平 

 

35 柏市立豊四季中学校 サクソフォン六重奏 
アディオス・ノニーノ A.ピアソラ／浅利真 

 

36 松戸市立河原塚中学校 サクソフォン四重奏 
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション F.レハール／鈴木英史 

 

37 鎌ケ谷市立第四中学校 サクソフォン四重奏 
サクソフォン シンフォネット D.ベネット 

 

38 柏市立柏第二中学校 サクソフォン三重奏 
ブルガリアン・ダンス 広瀬勇人 

 

39 柏市立柏第五中学校 サクソフォン三重奏 
パッション 高橋伸哉 

 

40 芝浦工業大学柏中学校 サクソフォン三重奏 
アサカタ 石毛里佳 

 

41 松戸市立小金南中学校 クラリネット七重奏 
嵐影～七人のクラリネット奏者のために 片岡寛晶 

 

42 柏市立豊四季中学校 クラリネット五重奏 
スピリット・ロードⅡ 鈴木英史 

 

43 我孫子市立我孫子中学校 クラリネット四重奏 
マカロンとポン・デ・ケージョ 今村愛紀 

 

44 柏市立柏第五中学校 クラリネット四重奏 
プレイフル・カルテット R,デカンク 

 

45 柏市立豊四季中学校 フルート四重奏 
カプリッチョ 朴守賢 

 

46 松戸市立河原塚中学校 フルート三重奏 
雪灯りの幻想 福島弘和 

 

47 柏市立柏第四中学校 フルート三重奏 
海のパレット 藤田哲志 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜〜〜〜    県大会のご案内県大会のご案内県大会のご案内県大会のご案内    〜〜〜〜    
２０２０年２０２０年２０２０年２０２０年１２１２１２１２月１９日（土）月１９日（土）月１９日（土）月１９日（土）    小学生部門小学生部門小学生部門小学生部門、高等学校部門、高等学校部門、高等学校部門、高等学校部門、中学校打楽器部門、中学校打楽器部門、中学校打楽器部門、中学校打楽器部門        於：於：於：於：千葉県文化会館千葉県文化会館千葉県文化会館千葉県文化会館    
２０２０年１２月２０２０２０年１２月２０２０２０年１２月２０２０２０年１２月２０日日日日（日）（日）（日）（日）    中学校管楽器部門中学校管楽器部門中学校管楽器部門中学校管楽器部門                                                            於：於：於：於：千葉県文化会館千葉県文化会館千葉県文化会館千葉県文化会館    

 

※本年度は新型コロナウイルス感染症のため、無観客での開催無観客での開催無観客での開催無観客での開催となります 
また感染状況によっては、ＤＶＤ審査に変更される場合があります 

                                                                    〜〜〜〜    審審審審    査査査査    員員員員    〜〜〜〜    （敬称略・五十音順）    
小学生･中学校小学生･中学校小学生･中学校小学生･中学校打楽器打楽器打楽器打楽器･高等学校･高等学校･高等学校･高等学校部門部門部門部門                落合落合落合落合    恵美恵美恵美恵美            鹿野鹿野鹿野鹿野    鉄郎鉄郎鉄郎鉄郎            高源高源高源高源    麗美麗美麗美麗美            田嶋田嶋田嶋田嶋        勉勉勉勉    
中学校金管部門中学校金管部門中学校金管部門中学校金管部門                                                    内藤内藤内藤内藤    友樹友樹友樹友樹            永井永井永井永井    妙子妙子妙子妙子            柳柳柳柳    千代子千代子千代子千代子    
中学校木管部門中学校木管部門中学校木管部門中学校木管部門                                                    綛田綛田綛田綛田    京子京子京子京子            神谷神谷神谷神谷    会美会美会美会美            清水清水清水清水        亮亮亮亮    
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◎シード団体のシード演奏及び県大会への推薦について 
昨年度、県代表となった学校は規定によりチーム数、地区大会においてシード演奏⾏い、理事⻑の推薦により県大会にシード出場 
することができますが、本年度は新型コロナウイルス感染症対策のためシード演奏を⾏わず推薦いたします。 

 

◎表彰式について 
表彰式（成績発表）は新型コロナウイルス感染症対策のため、YouTubeYouTubeYouTubeYouTube のライブ配信でのライブ配信でのライブ配信でのライブ配信で 16:5016:5016:5016:50 より⾏いますより⾏いますより⾏いますより⾏います。 

（初の試みとなるため、回線状況によっては映像が荒い、配信が途切れる、配信が突然停止するなどの可能性があります。予めご了承ください。） 
 

表彰式ライブ配信 URL  https://youtu.be/5lqEOKZbGdw 
 

なお、審査結果は表彰式終了後、千葉県東葛飾地区吹奏楽連盟のホームページにも掲載いたします。 
また、表彰状及び審査票は後日、各団体へ発送いたします。 
千葉県東葛飾地区吹奏楽連盟千葉県東葛飾地区吹奏楽連盟千葉県東葛飾地区吹奏楽連盟千葉県東葛飾地区吹奏楽連盟    ホームページホームページホームページホームページ    https://www.tokatsusuiren.org/ 

 
 

 
 


