
　　　　　　　　　　　　　     開会式　10 ： 00　～

 1　 中央高校（夜間定時制）〔音楽部〕
新宝島 〈作詞・作曲〉 Ｉｃｈｉｒｏ　Ｙａｍａｇｕｃｈｉ サカナクション

 2　 山田高校〔軽音楽部〕
惑星ループ 〈作詞・作曲〉 ナユタン星人 ナユタン星人

 3　 名東高校〔軽音楽部〕
Basket Case 〈作詞・作曲〉 Billie Joe Armstrong Green day

 4　 中央高校（昼間定時制）〔音楽部〕
桜花爛漫 〈作詞・作曲〉 首藤　義勝 KEYTALK

 5　 西陵高校〔軽音楽部〕
The Beginning 〈作詞・作曲〉 Taka akkin/ONE OK ROCK

 6　 名古屋商業高校〔軽音楽部〕
栞 〈作詞・作曲〉 尾崎　世界観 クリープ　ハイプ

 7 　工芸高校〔軽音楽同好会〕
Sailing day 〈作詞・作曲〉 藤原　基央 BUMP OF CHICKEN

 8　 向陽高校〔フォークソング部〕
swim 〈作詞・作曲〉 GEN 04 Limited Sazabys

 9　 桜台高校〔軽音部〕
未完成交響曲 〈作詞〉 Taka　〈作曲〉Toru/Taka ONE OK ROCK

10  工芸高校〔ブラスバンド部〕　
Morocco 〈作曲〉 Gordon Goodwin

September 〈編曲〉 熱帯Jazz楽団

11　向陽高校〔軽音楽部〕　
Four on Six 〈作曲〉 WES MONTGOMERY 〈編曲〉 MIKE TOMARO

12　工業高校〔ジャズバンド部〕
SPAIN 〈作曲〉 CHICK COREA 〈編曲〉 KENICHI TSUNODA

13　菊里高校〔箏曲部〕
箏五重奏曲　三つのフェスタルバラード 〈作曲〉 三木　稔

14　名東高校〔能楽研究部〕
羽衣 〈作者〉 不詳

鞍馬天狗 〈作者〉 宮増（一説） 

15　緑高校〔和太鼓部〕
双樹 2019 〈作曲〉 緑高校 和太鼓部

16　山田高校〔アンサンブル部〕　　　 《指揮》 松岡　裕子　

Menuet 〈作曲〉 Christian Petzold

Gavotte 〈作曲〉 Johann Sebastian Bach

17　若宮商業高校〔吹奏楽部〕　　　
愛を叫べ 〈作曲〉 100＋ 〈編曲〉 郷間 　幹男

フィンガー５　コレクション 〈編曲〉 金山 　徹
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18　西陵高校〔ブラスバンド部〕　　　 《指揮》 古井　成三

米津玄師メドレー 〈作曲〉 米津　玄師 〈編曲〉 宮川　 成治

Paradaise Has No Border 〈作曲〉 NARGO 〈編曲〉 宮川　 成治

19　緑高校〔吹奏楽部〕　 《指揮》 大矢 雅史

鷲の舞うところ 〈作曲〉 Steven　Reineke

GUTS! 〈作曲〉 SAKRA 〈編曲〉 郷間 　幹男

20　菊里高校〔吹奏楽部〕 《指揮》 齋藤　優介

ラジオ体操第一 〈作曲〉 服部　正 〈編曲〉 辻　峰拓

ピースサイン 〈作曲〉 米津　玄師 〈編曲〉 宮川 　成治

21　富田高校〔吹奏楽部〕　 《指揮》 渡部　信介 

エルザの大聖堂への行列 〈作曲〉 Richard Wagner 〈編曲〉 Lucien Caillet

22　名古屋商業高校〔吹奏楽部〕　 《指揮》 阪野 弓子

スタジオジブリ・アニメ・メドレー 〈作曲〉 久石　譲／木村　弓 〈編曲〉 挾間 　美帆

23　名東高校〔吹奏楽部〕 《指揮》 山崎 力愛

序曲「インペラトリクス」 〈作曲〉 Alfred Reed

24　向陽高校〔管弦楽部〕 《指揮》 清水 友美

「眠れる森の美女」より「花のワルツ」 〈作曲〉 Pyotr Tchaikovsky

25　中央高校（昼間定時制）〔合唱部〕 《伴奏》 森下 香織

世界に一つだけの花 〈作詞〉槇原　敬之  　〈作曲〉槇原　敬之    〈編曲〉今村　康

26　名東高校・菊里高校〔合唱部〕　　《指揮》 鈴村 友子    

鷗 〈作詞〉三好　達治　　〈作曲〉木下　牧子　　

今、咲き誇る花たちよ 〈作詞〉小渕　健太郎　〈作曲〉小渕　健太郎  　

27　富田高校〔合唱部〕　　　　　 《指揮》 木下　結子　　《伴奏》 山田　夏実

パプリカ 〈作曲〉米津　玄師　〈作曲〉米津　玄師　〈編曲〉西條　太貴

28　名古屋商業高校〔合唱部〕 《指揮》 加藤　はるな

アイデア 〈作曲〉  星野　源　〈作曲〉 星野　源　〈編曲〉西條　太貴

29　桜台高校〔合唱部〕 《指揮》 中川　実徳　　《伴奏》 竹内　夕稀

君が君に歌う歌 〈作詞〉Elvis Woodstock　〈作曲〉大島　ミチル

30　向陽高校〔合唱部〕　　 《指揮・伴奏》 友森 美文　　

津軽の音素材による混声合唱「四季」より「春」 〈作詞〉 三浦　哲郎　　〈作曲〉 田中　利光　　

Dancing Queen 〈作詞〉 Benny Andersson 　〈作曲〉 Bjorn Ulvaeus ＆ Stig Andersson

31　北高校〔音楽部〕　　 《指揮》 三沢 満里子　　

こころよ　うたえ 〈作詞〉 一倉　宏　　〈作曲〉 信長　貴富

Every Time I Feel The Spirit 〈編曲〉 William Dawson

32　合同合唱 〔菊里・桜台・富田・名古屋商業・名東・中央〔昼定〕・向陽：合唱部、北：音楽部 〕  《指揮》 友森 美文　《伴奏》 三沢 満里子

〈作詞〉 新川　和江 〈作曲〉 信長 貴富

〈　休　憩　〉

生きる理由


