
--PPRROOGGRRAAMM-- 

～～～～第第第第１１１１部部部部～～～～    

１１１１        ティンカーベルティンカーベルティンカーベルティンカーベル    

櫻井櫻井櫻井櫻井    瑞穂瑞穂瑞穂瑞穂（（（（秦野総合高秦野総合高秦野総合高秦野総合高２２２２年年年年））））    大森大森大森大森    さやかさやかさやかさやか（（（（秦野高秦野高秦野高秦野高２２２２年年年年））））    大森大森大森大森    優優優優（（（（西中西中西中西中２２２２年年年年））））    

高橋高橋高橋高橋    梓梓梓梓（（（（西中西中西中西中１１１１年年年年））））    吉冨吉冨吉冨吉冨    瑠菜瑠菜瑠菜瑠菜（（（（北中北中北中北中１１１１年年年年））））    北村北村北村北村    有眞音有眞音有眞音有眞音（（（（西小西小西小西小６６６６年年年年））））    

大和田大和田大和田大和田    晴香晴香晴香晴香（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））    北村北村北村北村    亜亜亜亜海海海海（（（（西小西小西小西小６６６６年年年年））））    黒柳黒柳黒柳黒柳    明日香明日香明日香明日香（（（（西小西小西小西小 6666 年年年年））））        

広川広川広川広川    伊織伊織伊織伊織（（（（上小上小上小上小３３３３年年年年））））    浜野浜野浜野浜野    礼礼礼礼（（（（北小北小北小北小１１１１年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 飯塚飯塚飯塚飯塚    興子興子興子興子    

＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    ミュージックベルミュージックベルミュージックベルミュージックベル＞＞＞＞        ウィーンウィーンウィーンウィーンのののの森森森森のののの物語物語物語物語／／／／ヨハンヨハンヨハンヨハン・・・・シュトラウスシュトラウスシュトラウスシュトラウス    

    

２２２２        細川細川細川細川    凜恭凜恭凜恭凜恭（（（（大根小大根小大根小大根小１１１１年年年年））））    

                    ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        おおおお菓子菓子菓子菓子のののの世界世界世界世界よりよりよりより「「「「バウムバウムバウムバウムクーヘンクーヘンクーヘンクーヘン」／」／」／」／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

    

３３３３        成瀬成瀬成瀬成瀬    来美来美来美来美（（（（北小北小北小北小２２２２年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        プレリュードプレリュードプレリュードプレリュード    ヘヘヘヘ短調短調短調短調／／／／キャサリンキャサリンキャサリンキャサリン・・・・ロリンロリンロリンロリン    

    

４４４４        高橋高橋高橋高橋    ひかりひかりひかりひかり（（（（しぶさわしぶさわしぶさわしぶさわ幼年少幼年少幼年少幼年少））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        森森森森のののの小道小道小道小道／／／／ブレスラウァブレスラウァブレスラウァブレスラウァーーーー    

    

５５５５        岸本岸本岸本岸本    碧碧碧碧（（（（北小北小北小北小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        秋秋秋秋ののののスケッチスケッチスケッチスケッチ／／／／ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム・・・・ギロックギロックギロックギロック    

    

６６６６        岡部岡部岡部岡部    麗華麗華麗華麗華（（（（西小西小西小西小３３３３年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 貞光貞光貞光貞光    裕美子裕美子裕美子裕美子    

＜＜＜＜ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞        協奏曲協奏曲協奏曲協奏曲    イイイイ短調短調短調短調    ＯｐＯｐＯｐＯｐ....３３３３－－－－６６６６    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディ    

                                                                                                                ((((編曲編曲編曲編曲) ) ) ) ナッシェナッシェナッシェナッシェ    

７７７７        辻岡辻岡辻岡辻岡    佑真佑真佑真佑真（（（（大大大大根小根小根小根小１１１１年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                リッリッリッリッちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの飛行機飛行機飛行機飛行機／／／／三善三善三善三善    晃晃晃晃    

    

８８８８        髙髙髙髙橋橋橋橋    大地大地大地大地（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                チャルダッシュチャルダッシュチャルダッシュチャルダッシュ・・・・ラプソディーラプソディーラプソディーラプソディー／／／／シャーシャーシャーシャー    

    

９９９９        越智越智越智越智    菜菜菜菜々々々々穂穂穂穂（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                蝶蝶蝶蝶々々々々／／／／ゲールゲールゲールゲール    

    

10101010    半田半田半田半田    雄大雄大雄大雄大（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                秋秋秋秋のののの光光光光にににに落葉落葉落葉落葉がががが舞舞舞舞ってってってって／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

    

11111111    中里中里中里中里    友利乃友利乃友利乃友利乃（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小４４４４年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                フォーレフォーレフォーレフォーレ    ピアノピアノピアノピアノ小品集小品集小品集小品集よりよりよりより「「「「シシリエンヌシシリエンヌシシリエンヌシシリエンヌ」」」」／／／／フォーレフォーレフォーレフォーレ    

    

12121212    石川石川石川石川    祥子祥子祥子祥子（（（（南足柄小南足柄小南足柄小南足柄小５５５５年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏))))    実近実近実近実近    房枝房枝房枝房枝    

＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞                    ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカル AniiAniiAniiAniieeee よりよりよりより「「「「Mey beMey beMey beMey be」「」「」「」「tomorrowtomorrowtomorrowtomorrow」」」」    

／／／／作詞作詞作詞作詞 Martin CharninMartin CharninMartin CharninMartin Charnin    作曲作曲作曲作曲 Charles StrouseCharles StrouseCharles StrouseCharles Strouse    

    

    



13131313    山本山本山本山本    実実実実樹樹樹樹（（（（末広小末広小末広小末広小１１１１年年年年））））            

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                おおおお菓子菓子菓子菓子のののの世界世界世界世界よりよりよりより「「「「バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘン」／」／」／」／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

    

14141414    濱田濱田濱田濱田    あすかあすかあすかあすか（（（（玉川学園小玉川学園小玉川学園小玉川学園小４４４４年年年年））））        

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        雨雨雨雨のののの日日日日のふんすいのふんすいのふんすいのふんすい／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

15151515    丸塚丸塚丸塚丸塚    萌絵萌絵萌絵萌絵（（（（末広小末広小末広小末広小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ワルツワルツワルツワルツ    変変変変ニニニニ長調長調長調長調    ＯｐＯｐＯｐＯｐ....６４６４６４６４－－－－１１１１    「「「「小犬小犬小犬小犬ののののワルツワルツワルツワルツ」」」」／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

16161616    安達安達安達安達    美祐美祐美祐美祐（（（（本町小本町小本町小本町小４４４４年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞    ワルツワルツワルツワルツ・・・・エチュードエチュードエチュードエチュード／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

17171717    飯沼飯沼飯沼飯沼    亜亜亜亜紀子紀子紀子紀子（（（（北中北中北中北中３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                波波波波ののののアラベスクアラベスクアラベスクアラベスク／／／／三善三善三善三善    晃晃晃晃    

    

18181818    関根関根関根関根    芽子芽子芽子芽子（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小６６６６年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 木次谷木次谷木次谷木次谷    紀子紀子紀子紀子    

＜＜＜＜マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞        「「「「眠眠眠眠れるれるれるれる森森森森のののの美女美女美女美女」」」」よりよりよりよりワルツワルツワルツワルツ／／／／チャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキーチャイコフスキー    

    

19191919    山口山口山口山口    貴史貴史貴史貴史（（（（西小西小西小西小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナチネソナチネソナチネソナチネ    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章・・・・第第第第３３３３楽章楽章楽章楽章／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

20202020    半田半田半田半田    瑞季瑞季瑞季瑞季（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                バースデーバースデーバースデーバースデー・・・・ケーキケーキケーキケーキ／／／／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭    

    

21212121    山本山本山本山本    咲樹咲樹咲樹咲樹（（（（末広小末広小末広小末広小５５５５年年年年））））        

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ジプシージプシージプシージプシー・・・・ロンドロンドロンドロンド／／／／ハイドンハイドンハイドンハイドン    

    

22222222    中井中井中井中井    琢仁琢仁琢仁琢仁（（（（西中西中西中西中２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                トッカータトッカータトッカータトッカータ／／／／ハチャトゥリアハチャトゥリアハチャトゥリアハチャトゥリアンンンン    

    

23232323    長長長長    美穂子美穂子美穂子美穂子（（（（一般一般一般一般））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏))))    渡邊渡邊渡邊渡邊    純子純子純子純子    

＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞        教会教会教会教会ののののアリアアリアアリアアリア／／／／アレッサンドロアレッサンドロアレッサンドロアレッサンドロ    ストラデッラストラデッラストラデッラストラデッラ    

    

24242424    チャレンジャーズチャレンジャーズチャレンジャーズチャレンジャーズ    

                    久保寺久保寺久保寺久保寺    裕進裕進裕進裕進（（（（鶴巻鶴巻鶴巻鶴巻小小小小４４４４年年年年））））    髙倉髙倉髙倉髙倉    理紗子理紗子理紗子理紗子（（（（湘南白百合学園湘南白百合学園湘南白百合学園湘南白百合学園小小小小１１１１年年年年））））    吉井吉井吉井吉井    佑理杏佑理杏佑理杏佑理杏（（（（毛利台小毛利台小毛利台小毛利台小２２２２年年年年））））        

            横山横山横山横山    昂二朗昂二朗昂二朗昂二朗（（（（旭小旭小旭小旭小３３３３年年年年））））    ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ洋渡洋渡洋渡洋渡（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小４４４４年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 久保寺久保寺久保寺久保寺    美帆美帆美帆美帆    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞        ２２２２つのつのつのつのヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンのためののためののためののためのコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルト    

第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章    ニニニニ短調短調短調短調／／／／ヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディ    

    

25252525    秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓    

            川野川野川野川野    姫佳姫佳姫佳姫佳（（（（西小西小西小西小５５５５年年年年））））    松野松野松野松野    瑛南瑛南瑛南瑛南（（（（西小西小西小西小５５５５年年年年））））    高橋高橋高橋高橋    舞舞舞舞華華華華（（（（井井井井のののの口小口小口小口小６６６６年年年年））））    

            鈴木鈴木鈴木鈴木    舞舞舞舞（（（（本町小本町小本町小本町小５５５５年年年年））））    池田池田池田池田    あかりあかりあかりあかり（（（（大根小大根小大根小大根小５５５５年年年年））））    藤城藤城藤城藤城    悠悠悠悠（（（（大根中大根中大根中大根中３３３３年年年年））））    

            藤城藤城藤城藤城    由香由香由香由香（（（（旭丘高旭丘高旭丘高旭丘高１１１１年年年年））））    山形山形山形山形    澪澪澪澪（（（（渋沢中渋沢中渋沢中渋沢中２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓＞＞＞＞        華宴華宴華宴華宴／／／／加藤加藤加藤加藤    修修修修    

    

        



～～～～第第第第２２２２部部部部～～～～    

１１１１        ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    和楽器和楽器和楽器和楽器のののの会会会会    糸竹舎糸竹舎糸竹舎糸竹舎    未来花未来花未来花未来花組組組組    

村上村上村上村上    萌里萌里萌里萌里（（（（本町中本町中本町中本町中２２２２年年年年））））    城戸城戸城戸城戸    明日香明日香明日香明日香（（（（相模大野高相模大野高相模大野高相模大野高２２２２年年年年））））    相原相原相原相原    千春千春千春千春（（（（西中西中西中西中２２２２年年年年））））        

村上村上村上村上    晴菜晴菜晴菜晴菜（（（（本町中本町中本町中本町中３３３３年年年年））））            ((((伴伴伴伴奏奏奏奏) ) ) ) 松村松村松村松村    雷山雷山雷山雷山・・・・山本山本山本山本    紗紗紗紗佑里佑里佑里佑里・・・・山本山本山本山本    真理子真理子真理子真理子    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    琴琴琴琴＞＞＞＞                未来花未来花未来花未来花／／／／水野水野水野水野    利彦利彦利彦利彦    

    

２２２２        柿崎柿崎柿崎柿崎    陽花陽花陽花陽花（（（（東小東小東小東小４４４４年年年年））））    中川中川中川中川    美帆美帆美帆美帆（（（（東小東小東小東小３３３３年年年年））））    山岸山岸山岸山岸    香香香香澟澟澟澟（（（（東小東小東小東小３３３３年年年年））））    

            徳原徳原徳原徳原    京香京香京香京香（（（（大野小大野小大野小大野小４４４４年年年年））））    佐佐佐佐々々々々木木木木    萌依萌依萌依萌依（（（（東小東小東小東小３３３３年年年年））））    川口川口川口川口    広奈広奈広奈広奈（（（（東中東中東中東中３３３３年年年年））））    

            山本山本山本山本    唯唯唯唯（（（（北中北中北中北中３３３３年年年年））））    柳澤柳澤柳澤柳澤    愛愛愛愛（（（（秦野総合高秦野総合高秦野総合高秦野総合高３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    マリンバマリンバマリンバマリンバ・・・・ピアノピアノピアノピアノ・・・・パーカッションパーカッションパーカッションパーカッション＞＞＞＞                私私私私のおのおのおのお気気気気にににに入入入入りりりり／Ｒ．／Ｒ．／Ｒ．／Ｒ．ロジャースロジャースロジャースロジャース    

                                                                                            ドレミドレミドレミドレミのうたのうたのうたのうた／Ｒ．／Ｒ．／Ｒ．／Ｒ．ロジャースロジャースロジャースロジャース    

３３３３        吉岡吉岡吉岡吉岡    太郎太郎太郎太郎（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小６６６６年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

４４４４        須賀井須賀井須賀井須賀井    葵葵葵葵（（（（末広小末広小末広小末広小２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                真夜中真夜中真夜中真夜中のののの火祭火祭火祭火祭／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

        

５５５５        大瀧大瀧大瀧大瀧    ミチルミチルミチルミチル（（（（南小南小南小南小１１１１年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                古典形式古典形式古典形式古典形式によるによるによるによるソナチネソナチネソナチネソナチネ    第第第第３３３３楽章楽章楽章楽章／／／／ギロックギロックギロックギロック    

                            ロンドロンドロンドロンド    ヘヘヘヘ長調長調長調長調／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

６６６６        伊藤伊藤伊藤伊藤    由貴由貴由貴由貴（（（（比比比比々々々々多多多多小小小小３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ    トトトト長調長調長調長調／／／／ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン    

    

７７７７        梅津梅津梅津梅津    彩彩彩彩（（（（神明中神明中神明中神明中１１１１年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 椎名椎名椎名椎名    友樹友樹友樹友樹    

＜＜＜＜マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞                「「「「アルルアルルアルルアルルのののの女女女女」」」」よりよりよりよりメヌエットメヌエットメヌエットメヌエット／／／／ビゼービゼービゼービゼー    

    

８８８８        小川小川小川小川    未貴未貴未貴未貴（（（（南中南中南中南中２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                春春春春    ＯｐＯｐＯｐＯｐ....２２２２２２２２a a a a 第第第第５５５５番番番番    感動感動感動感動してしてしてして／／／／スークスークスークスーク    

    

９９９９        根岸根岸根岸根岸    千沙千沙千沙千沙（（（（本町小本町小本町小本町小４４４４年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナチネソナチネソナチネソナチネ    ＯｐＯｐＯｐＯｐ....５５５５５５５５    ＮｏＮｏＮｏＮｏ....３３３３    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章・・・・第第第第２２２２楽章楽章楽章楽章／／／／クーラウクーラウクーラウクーラウ    

    

10101010    桧村桧村桧村桧村    玲菜玲菜玲菜玲菜（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                大雷雨大雷雨大雷雨大雷雨／／／／ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー    

    

11111111    藤田藤田藤田藤田    大輔大輔大輔大輔（（（（吉沢小吉沢小吉沢小吉沢小４４４４年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ヴァリエーションヴァリエーションヴァリエーションヴァリエーション／／／／ＬＬＬＬ....ルコムスキールコムスキールコムスキールコムスキー    

    

11112222    石井石井石井石井    愛花愛花愛花愛花（（（（東小東小東小東小６６６６年年年年））））    西村西村西村西村    ひなのひなのひなのひなの（（（（東小東小東小東小６６６６年年年年））））    鈴木鈴木鈴木鈴木    日奈子日奈子日奈子日奈子（（（（東小東小東小東小６６６６年年年年））））        

((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 望月望月望月望月    弓子弓子弓子弓子    

            ＜＜＜＜重唱重唱重唱重唱＞＞＞＞        未来未来未来未来をををを旅旅旅旅するするするするハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー／／／／吉田吉田吉田吉田    美和美和美和美和    

    

11113333    麻野麻野麻野麻野    祥一朗祥一朗祥一朗祥一朗（（（（本町小本町小本町小本町小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ソナタソナタソナタソナタ    ハハハハ長調長調長調長調    ＫＫＫＫ....５４５５４５５４５５４５／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    



11114444    高木高木高木高木    紀実紀実紀実紀実（（（（末広小末広小末広小末広小３３３３年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                バウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘンバウムクーヘン／／／／湯山湯山湯山湯山    昭昭昭昭        

    

11115555        田中田中田中田中    愛里愛里愛里愛里（（（（本町小本町小本町小本町小５５５５年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                幻想曲幻想曲幻想曲幻想曲    ハハハハ短調短調短調短調    ＢＷＶＢＷＶＢＷＶＢＷＶ....９０６９０６９０６９０６／Ｊ／Ｊ／Ｊ／Ｊ....ＳＳＳＳ....バッハバッハバッハバッハ    

    

11116666    榎本榎本榎本榎本    彩希彩希彩希彩希（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小４４４４年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                きらきらきらきらきらきらきらきら星変奏曲星変奏曲星変奏曲星変奏曲よりよりよりより／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

11117777    根岸根岸根岸根岸    沙英沙英沙英沙英（（（（本町中本町中本町中本町中２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                即興曲即興曲即興曲即興曲    第第第第１５１５１５１５番番番番    ハハハハ短調短調短調短調    「「「「エディットピアフエディットピアフエディットピアフエディットピアフをたたえてをたたえてをたたえてをたたえて」／」／」／」／プーランクプーランクプーランクプーランク    

    

11118888    沖村沖村沖村沖村    泰彦泰彦泰彦泰彦（（（（金目中金目中金目中金目中１１１１年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 皆川皆川皆川皆川    美香美香美香美香    

＜＜＜＜ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞                序奏序奏序奏序奏ととととタランテラタランテラタランテラタランテラ    作品作品作品作品４３４３４３４３／／／／サラサーテサラサーテサラサーテサラサーテ    

    

19191919    尾澤尾澤尾澤尾澤    沙緒里沙緒里沙緒里沙緒里（（（（大根中大根中大根中大根中３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                幻想即興曲幻想即興曲幻想即興曲幻想即興曲／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

22220000    小林小林小林小林    直美直美直美直美（（（（小田原高小田原高小田原高小田原高２２２２年年年年））））    

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                ピアノソナタピアノソナタピアノソナタピアノソナタ    第第第第２２２２番番番番    ＯｐＯｐＯｐＯｐ....２２２２２２２２    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／シューマンシューマンシューマンシューマン    

    

22221111    イチジイチジイチジイチジクチビッコクチビッコクチビッコクチビッコ合奏団合奏団合奏団合奏団    

            須賀井須賀井須賀井須賀井    友洋友洋友洋友洋（（（（末広小末広小末広小末広小６６６６年年年年））））    宮田宮田宮田宮田    しずかしずかしずかしずか（（（（芦子小芦子小芦子小芦子小５５５５年年年年））））    高橋高橋高橋高橋    万智万智万智万智（（（（玉川小玉川小玉川小玉川小６６６６年年年年））））    

                    武藤武藤武藤武藤    百音百音百音百音（（（（大根中大根中大根中大根中２２２２年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 須賀井須賀井須賀井須賀井    千穂千穂千穂千穂    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞                ４４４４つのつのつのつのヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンのためののためののためののためのコンチェルトコンチェルトコンチェルトコンチェルト    

第第第第３３３３楽章楽章楽章楽章／／／／ビバルディビバルディビバルディビバルディ    

    

22222222    竹内竹内竹内竹内    菜摘菜摘菜摘菜摘（（（（東中東中東中東中１１１１年年年年））））    武武武武    美沙紀美沙紀美沙紀美沙紀（（（（東中東中東中東中１１１１年年年年））））    山本山本山本山本    唯唯唯唯（（（（北中北中北中北中３３３３年年年年））））    

                    川口川口川口川口    広奈広奈広奈広奈（（（（東東東東中中中中３３３３年年年年））））    柳澤柳澤柳澤柳澤    愛愛愛愛（（（（秦野総合高秦野総合高秦野総合高秦野総合高３３３３年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 木次谷木次谷木次谷木次谷    紀子紀子紀子紀子・・・・椎名椎名椎名椎名    友樹友樹友樹友樹    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    マリンバマリンバマリンバマリンバ＞＞＞＞                シンコペーティッドクロックシンコペーティッドクロックシンコペーティッドクロックシンコペーティッドクロック／／／／ルロイアンダーソンルロイアンダーソンルロイアンダーソンルロイアンダーソン    

                                            プリンクプランクプルンクプリンクプランクプルンクプリンクプランクプルンクプリンクプランクプルンク／／／／ルロイアンダーソンルロイアンダーソンルロイアンダーソンルロイアンダーソン    

    

22223333    秋山秋山秋山秋山    夏希夏希夏希夏希（（（（西小西小西小西小６６６６年年年年））））    

＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞                楽劇楽劇楽劇楽劇「「「「ニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクニュルンベルクののののマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガーマイスタージンガー」」」」    

第第第第１１１１幕前奏曲幕前奏曲幕前奏曲幕前奏曲／／／／リヒャルトリヒャルトリヒャルトリヒャルト・・・・ワーグナーワーグナーワーグナーワーグナー    

    

22224444    大野大野大野大野    琴美琴美琴美琴美（（（（北中北中北中北中３３３３年年年年））））    

＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞                組曲組曲組曲組曲「「「「惑星惑星惑星惑星」」」」よりよりよりより木星木星木星木星／Ｇ／Ｇ／Ｇ／Ｇ....ＨＨＨＨolstolstolstolst    

    

22225555    古谷古谷古谷古谷    成美成美成美成美（（（（秦野秦野秦野秦野曽屋高曽屋高曽屋高曽屋高３３３３年年年年））））    

                    ＜＜＜＜電子電子電子電子オルガンオルガンオルガンオルガン＞＞＞＞                SecuritySecuritySecuritySecurity    PolicePolicePolicePolice／／／／菅野菅野菅野菅野    裕悟裕悟裕悟裕悟    

    

    



～～～～第第第第３３３３部部部部～～～～    

１１１１    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    和楽器和楽器和楽器和楽器のののの会会会会    糸竹舎糸竹舎糸竹舎糸竹舎    胡蝶組胡蝶組胡蝶組胡蝶組    

        相原相原相原相原    綾乃綾乃綾乃綾乃（（（（法政大女子高法政大女子高法政大女子高法政大女子高３３３３年年年年））））    石丸石丸石丸石丸    萌子萌子萌子萌子（（（（麻溝台高麻溝台高麻溝台高麻溝台高３３３３年年年年））））    宮永宮永宮永宮永    明依子明依子明依子明依子（（（（日本女子大日本女子大日本女子大日本女子大１１１１年年年年））））    

        山本山本山本山本    紗佑里紗佑里紗佑里紗佑里（（（（東京創形大東京創形大東京創形大東京創形大２２２２年年年年））））    山本山本山本山本    真理子真理子真理子真理子（（（（一般一般一般一般））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 相原相原相原相原    ひとみひとみひとみひとみ・・・・松村松村松村松村    雷山雷山雷山雷山    

＜＜＜＜重奏重奏重奏重奏    琴琴琴琴・・・・三弦三弦三弦三弦＞＞＞＞        ケンタウロスケンタウロスケンタウロスケンタウロスのののの矢矢矢矢／／／／水川水川水川水川    寿也寿也寿也寿也    

    

２２２２        村尾村尾村尾村尾    幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎（（（（北小北小北小北小２２２２年年年年））））        

                    ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        貴婦人貴婦人貴婦人貴婦人のののの乗馬乗馬乗馬乗馬／／／／ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー    

    

３３３３        三橋三橋三橋三橋    杏花里杏花里杏花里杏花里（（（（南南南南がががが丘小丘小丘小丘小３３３３年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        真夜中真夜中真夜中真夜中のののの火祭火祭火祭火祭／／／／平吉平吉平吉平吉    毅州毅州毅州毅州    

    

４４４４        西山西山西山西山    貴彦貴彦貴彦貴彦（（（（堀川小堀川小堀川小堀川小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナタソナタソナタソナタ    ハハハハ長調長調長調長調 K. K. K. K.３３０３３０３３０３３０    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

５５５５        迫田迫田迫田迫田    大貴大貴大貴大貴（（（（末広小末広小末広小末広小６６６６年年年年））））    内藤内藤内藤内藤    千晴千晴千晴千晴（（（（末広小末広小末広小末広小６６６６年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ連弾連弾連弾連弾＞＞＞＞        太陽太陽太陽太陽のののの光光光光よりよりよりより「「「「ゲームゲームゲームゲーム」」」」／／／／ストヤノフストヤノフストヤノフストヤノフ    

    

６６６６        牛牛牛牛ノノノノ濵濵濵濵    千夏千夏千夏千夏（（（（大根中大根中大根中大根中１１１１年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        キラキラキラキラキラキラキラキラ星変奏曲星変奏曲星変奏曲星変奏曲    ハハハハ長調長調長調長調 K. K. K. K.２６５２６５２６５２６５／／／／モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルト    

    

７７７７        高橋高橋高橋高橋    一成一成一成一成（（（（渋沢小渋沢小渋沢小渋沢小４４４４年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ソナチネソナチネソナチネソナチネ O O O Oｐｐｐｐ....１３１３１３１３－－－－１１１１／／／／カバレフスキーカバレフスキーカバレフスキーカバレフスキー    

    

８８８８        辻岡辻岡辻岡辻岡    礼実礼実礼実礼実（（（（大根小大根小大根小大根小５５５５年年年年））））            

＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞                赤赤赤赤ととととんぼんぼんぼんぼ変奏曲変奏曲変奏曲変奏曲／／／／三宅三宅三宅三宅    榛名榛名榛名榛名    

    

９９９９        原原原原    千晶千晶千晶千晶（（（（広畑小広畑小広畑小広畑小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ポロネーズポロネーズポロネーズポロネーズ    変変変変イイイイ長調長調長調長調／／／／ショパンショパンショパンショパン    

    

10  10  10  10  中根中根中根中根    和也和也和也和也（（（（北小北小北小北小５５５５年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 大塚大塚大塚大塚    秀子秀子秀子秀子    

            ＜＜＜＜声楽声楽声楽声楽＞＞＞＞        君君君君をのせてをのせてをのせてをのせて／／／／久石久石久石久石    譲譲譲譲    

                                    大空賛歌大空賛歌大空賛歌大空賛歌／／／／黒沢黒沢黒沢黒沢    吉徳吉徳吉徳吉徳    

    

11111111    井元井元井元井元    彩愛彩愛彩愛彩愛（（（（末広小末広小末広小末広小４４４４年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ワルツワルツワルツワルツ    エチュードエチュードエチュードエチュード／／／／ギロックギロックギロックギロック    

    

12121212    上中上中上中上中    理央奈理央奈理央奈理央奈（（（（渋沢小渋沢小渋沢小渋沢小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        即興曲即興曲即興曲即興曲    変変変変ホホホホ長調長調長調長調 D. D. D. D.８９９８９９８９９８９９    第第第第２２２２／／／／シューベルトシューベルトシューベルトシューベルト    

    

13131313    大木大木大木大木    千歌音千歌音千歌音千歌音（（（（東小東小東小東小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ワルツワルツワルツワルツ    変変変変ニニニニ長調長調長調長調 O O O Oｐｐｐｐ....６４６４６４６４－－－－１１１１「「「「小犬小犬小犬小犬ののののワルツワルツワルツワルツ」／」／」／」／ショパンショパンショパンショパン    

    

14141414    児珠児珠児珠児珠    紗雪紗雪紗雪紗雪（（（（西中西中西中西中２２２２年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        スケルツォスケルツォスケルツォスケルツォ・・・・ヴァルスヴァルスヴァルスヴァルス／／／／シャブリエシャブリエシャブリエシャブリエ    



15151515    島津島津島津島津    李輝李輝李輝李輝（（（（江陽中江陽中江陽中江陽中１１１１年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 椎名椎名椎名椎名    友樹友樹友樹友樹    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        旧友旧友旧友旧友／／／／タイケタイケタイケタイケ    

    

16161616    野村野村野村野村    桃子桃子桃子桃子（（（（大根小大根小大根小大根小６６６６年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        即興曲即興曲即興曲即興曲 O O O Oｐｐｐｐ....８４８４８４８４－－－－５５５５／／／／フォーレフォーレフォーレフォーレ    

                                        変奏曲変奏曲変奏曲変奏曲「「「「トッカータトッカータトッカータトッカータ」」」」OOOOｐｐｐｐ....４０４０４０４０－－－－１１１１／／／／カバレフスキーカバレフスキーカバレフスキーカバレフスキー    

    

17171717    八巻八巻八巻八巻    智哉智哉智哉智哉（（（（本町中本町中本町中本町中２２２２年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        ピアノソナタピアノソナタピアノソナタピアノソナタ    第第第第３３３３番番番番    第第第第２２２２楽章楽章楽章楽章・・・・第第第第４４４４楽章楽章楽章楽章／／／／N.N.N.N.デロデロデロデロ＝＝＝＝ジョイオジョイオジョイオジョイオ    

    

18181818    名倉名倉名倉名倉    夢美夢美夢美夢美（（（（南南南南小小小小６６６６年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        森森森森のささやきのささやきのささやきのささやき／／／／リストリストリストリスト    

    

19191919    原原原原    萌葵萌葵萌葵萌葵（（（（大磯中大磯中大磯中大磯中２２２２年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        バラードバラードバラードバラード 3 3 3 3 番番番番（（（（一部省略一部省略一部省略一部省略）／）／）／）／ショパンショパンショパンショパン    

    

20202020    実近実近実近実近    和歌子和歌子和歌子和歌子（（（（相模大野高相模大野高相模大野高相模大野高３３３３年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 実近実近実近実近    房枝房枝房枝房枝    

            ＜＜＜＜オーボエオーボエオーボエオーボエ＞＞＞＞        オーボエオーボエオーボエオーボエ協奏曲協奏曲協奏曲協奏曲    変変変変ホホホホ長調長調長調長調／／／／ベッリーニベッリーニベッリーニベッリーニ    

    

21212121    森森森森    小百合小百合小百合小百合（（（（厚木西高厚木西高厚木西高厚木西高２２２２年年年年））））    

            ＜＜＜＜ピアノピアノピアノピアノ＞＞＞＞        組曲組曲組曲組曲    OOOOｐｐｐｐ....１４１４１４１４    SSSSｚｚｚｚ....６２６２６２６２－－－－ⅢⅢⅢⅢ／／／／バルトークバルトークバルトークバルトーク    

    

22222222    能條能條能條能條    考世考世考世考世（（（（向上高向上高向上高向上高３３３３年年年年））））        ((((伴奏伴奏伴奏伴奏) ) ) ) 高橋高橋高橋高橋    瑞江瑞江瑞江瑞江    

            ＜＜＜＜ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン＞＞＞＞        ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン協奏曲協奏曲協奏曲協奏曲    イイイイ短調短調短調短調    作品作品作品作品５３５３５３５３    第第第第１１１１楽章楽章楽章楽章／／／／ドヴォルジャドヴォルジャドヴォルジャドヴォルジャークークークーク    

    

23232323    秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓秦野観光和太鼓    

            相原相原相原相原    綾乃綾乃綾乃綾乃（（（（法政大女子高法政大女子高法政大女子高法政大女子高３３３３年年年年））））    安藤安藤安藤安藤    菜菜菜菜摘摘摘摘（（（（成瀬中成瀬中成瀬中成瀬中３３３３年年年年））））    関口関口関口関口    一暉一暉一暉一暉（（（（渋沢中渋沢中渋沢中渋沢中２２２２年年年年））））    

            吉次吉次吉次吉次    怜音怜音怜音怜音（（（（鶴巻中鶴巻中鶴巻中鶴巻中２２２２年年年年））））    鈴木鈴木鈴木鈴木    聖聖聖聖（（（（西中西中西中西中２２２２年年年年））））    鈴木鈴木鈴木鈴木    輝輝輝輝（（（（西小西小西小西小５５５５年年年年））））    

            西場西場西場西場    綾香綾香綾香綾香（（（（鶴巻小鶴巻小鶴巻小鶴巻小５５５５年年年年））））    

            ＜＜＜＜合奏合奏合奏合奏    和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓＞＞＞＞        躍動躍動躍動躍動／／／／小口小口小口小口    大八大八大八大八    

                                                稜線稜線稜線稜線／／／／加藤加藤加藤加藤    修修修修    

    

    

    

    



ああああ    いいいい    ささささ    つつつつ    

    

秦野市長秦野市長秦野市長秦野市長        古谷古谷古谷古谷    義幸義幸義幸義幸    

    

賞賞賞賞    状状状状    授授授授    与与与与    

    

記記記記    念念念念    写写写写    真真真真    撮撮撮撮    影影影影        

                        

    

    


