
順
番

出演日 分類 団体名
人
数

演奏曲１ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲２ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲３ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲４ 作曲者 編曲者 時間 指揮者 ふりがな

1 ①前半 中 札幌市立山鼻中学校 18 「自由の鐘は空に渡る」吹奏楽のための序曲 鈴木英史 5:30 加藤　友美 かとう　ゆみ

2 ①前半 小 山鼻小学校スクールバンド 14 負けないで 織田哲郎 小島里美 下田　悠太 しもだ　ゆうた

3 ①前半 小 新琴似北ブラスバンド 36 虹 石崎ひゅーい 佐藤丈治 オーメンズ　オブ　ラブ 和泉宏隆 真島俊夫 三上　充 みかみ　たかし

4 ①前半 中 札幌新川西中学校 9 カイト 米津玄師 郷間幹男 三つのわらべうた 高橋宏樹 宮崎　孝紀 みやざき　たかのり

5 ①前半 中 札幌市立陵北中学校 15 悠久の花 和田直也 5:00 私のお気に入り R.ロジャース R.バックレ－ 3:00
長谷川　隼
山本　渚

はせがわ　じゅん
やまもと　なぎさ

6 ①前半 中 札幌市立宮の森中学校 19 ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡 福田洋介 3:00 正解 野田洋次郎 郷間幹男 6:10 大滝　ゆかり おおたき　ゆかり

7 ①前半 中 札幌市立星置中学校 32 アルセナール ヴァン=デル=ロースト 4:00 ドラえもん 星野源 宮川成治 3:00 田村　昂契 たむら　たかひさ

8 ①前半 中 札幌真栄中学校 18 オーメンズ・オブ・ラブ 和泉宏隆 宮川成治 ラブレター Ayase 郷間幹男 小林　あかり こばやし　あかり

9 ①前半 中 札幌八条中学校 25 吹奏楽のための「風之舞」 福田洋介 5:30 吉田　怜 よしだ　さとし

10 ①前半 中 札幌市立東月寒中学校 29 吹奏楽のための「エール・マーチ」 宮下秀樹 カイト 米津玄師 佐藤　巧 さとう　たくみ

11 ①前半 中 札幌市立厚別北中学校 35 式典のための行進曲「栄光をたたえて」 内藤淳一 3:30 YOASOBIメドレー Ayase 郷間幹男 5:00 前田　遼太郎 まえだ　りょうたろう

12 ①前半 中 札幌市立真駒内中学校 19 J-POP　Stage　Vol.14　［SEKAI　NO　OWARI］ 本澤なおゆき 8:15 宿野部　綾野 しゅくのべ　あやの

13 ①前半 中 札幌市立北栄中学校 23 スプリングフィールド 広瀬勇人 5:00 怪物 Ayase 郷間幹男 1:40 虹色の戦争 深瀬慧 郷間幹男 2:00 武田　恵理子 たけだ　えりこ

14 ①前半 中 札幌市立厚別南中学校 26 たなばた 酒井格 8:10 浜坂　裕樹 はまさか　ひろき

15 ①前半 中 札幌市立啓明中学校 38 アラジン・メドレー A.メンケン 8:00 鈴木　健夫 すずき　たけお

16 ①後半 中 札幌市立白石中学校 19 レイモン序曲 A.トーマス 松代晃明 8:00 明石　龍典 あかし　たつのり

17 ①後半 中 札幌市立栄町中学校 27 ハイブリッド・マーチ 後藤洋 2:30 ゲールフォース P.グレイアム 遠藤　佳帆 えんどう　かほ

18 ①後半 中 札幌市立八軒中学校 33 ウエストウッド・ポートレイト J.スピアーズ 6:30 関　信宏 せき　のぶひろ

19 ①後半 中 恵庭市立恵明中学校 40 マードックから最後の手紙（２０２１年版） 樽屋雅徳 8:30 岡本　真一 おかもと　しんいち

20 ①後半 高 札幌静修高等学校 7 辞　　　退
21 ①後半 高 札幌南陵高等学校 11 アナザー・デイ・オブ・サン J.ハーウィッツ 辻峰拓 3:50 スピーチレス～心の声＜映画「アラジン」より＞ A.メンケン 郷間幹男 2:20 白鳥の湖　Brass　Rock P.I.チャイコフスキー 宮川成治 3:20 佐藤　恭子 さとう　きょうこ

22 ①後半 高 市立札幌平岸高等学校 24 フォスター・ソング・ファンタジー S.フォスター 後藤洋 4:30 古遊戯 髙橋宏樹 5:00 佐藤　満 さとう　みつる

23 ①後半 一般 サッポロ・インディゴ・ウインズ 42 プスタ ヴァン=デル=ロースト 5:00 リトル・マーメイド・メドレー A.メンケン 星出尚志 5:00 三木　豊道 みき　とよみち

24 ①後半 高 札幌平岡高等学校 18 辞　　　退
25 ①後半 一般 北海道ゲーム音楽吹奏楽団 30 「ドラゴンクエストⅢ」より　海を越えて すぎやまこういち 真島俊夫 3:00 檄！　帝国華撃団《サクラ大戦》　主題歌 田中公平 杉本幸一 3:10 佐々木　亮 ささき　りょう

26 ①後半 高 札幌南高等学校 29 ブラックホールの舞うところ Ｒ.W.スミス 6:00 磯部　康志 いそべ　やすし

27 ①後半 高 札幌月寒高等学校 35 魔女の宅急便コレクション 久石譲　荒井由実 福田洋介 大野　太郎 おおの　たろう

28 ①後半 高 北海学園札幌高等学校 23 秘儀Ⅳ＜行進＞ 西村朗 8:00 髙木　美代子 たかき　みよこ

29 ①後半 一般 札幌ハーツウインドオーケストラ 35 式典のための行進曲「栄光をたたえて」 内藤淳一 カーペンターズ・フォーエバー R.カーペンター他 真島俊夫 水澤　大地 みずさわ　だいち

30 ①後半 高 札幌啓成高等学校 23 吹奏楽による「ドラゴンクエストⅠ」より序曲 すぎやまこういち 真島俊夫 Fanfare　ａｎｄ　Furiosity D.シェーファー 大野　香 おおの　かおる

31 ①後半 高 東海大学付属札幌高等学校 50 井田　重芳 いだ　しげよし
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演奏曲１ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲２ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲３ 作曲者 編曲者 時間 演奏曲４ 作曲者 編曲者 時間 指揮者 ふりがな

1 ②前半 中 札幌手稲西中学校 9 ルパン三世のテーマ'78 大野雄二 金山徹 パラダイス・ハズ・ノー・ボーダー NARGO 宮川成治 続木　辰也 つづき　たつや

2 ②前半 小 新発寒小学校スクールバンド 23 金管バンドのための狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 L.デンツァ 後藤洋 4:10 群青 Ayase 佐藤博昭 3:10 西田　邦彦 にしだ　くにひこ

3 ②前半 中 札幌市立新琴似中学校 35 マナティー・リリック序曲 Ｒ.シェルドン 藤岡　旬 ふじおか　じゅん

4 ②前半 中 札幌市立北白石中学校 9 さくらのうた 福田洋介 4:40 T.ドス 4:30 坂本　浩 さかもと　ひろし

5 ②前半 中 札幌市立前田北中学校 16 組曲「ドリー」より　第1、2、3、6楽章 G.フォーレ 高橋宏樹 10:00 浜坂　幸江 はまさか　ゆきえ

6 ②前半 中 札幌市立札幌中学校 21 森の勇者たち 田村修平 4:30 アラジン・メドレー A.メンケン 郷間幹男 3:40 佐藤　亮太 さとう　りょうた

7 ②前半 高 札幌第一高等学校 29 式典のための行進曲「栄光をたたえて」 内藤淳一 4:00 札幌第一野球応援スペシャルメドレー 村上裕真　他 村上裕真　他 5:30 村上　裕真 むらかみ　ゆうま

8 ②前半 中 札幌市立信濃中学校 16 ディープ　リバー J.スウェアリンジェン 4:00 宿命 藤原聡 小島里美 3:00 山元　昭喜子 やまもと　あきこ

9 ②前半 中 札幌市立屯田中央中学校 16 吹奏楽のための民話 J.A.コーディル 6:00 下坂　哲也 しもさか　てつや

10 ②前半 中 札幌市立屯田北中学校 19 「くるみ割り人形」よりマーチ P.チャイコフスキー 佐藤博昭 上を向いて歩こう 中村八大 山下国俊 中川　里美 なかがわ　さとみ

11 ②前半 高 札幌大谷中学校・高等学校 42 バレエ「三角帽子」より終幕の踊り M.ファリャ 小長谷宗一 内藤　淳一 ないとう　じゅんいち

12 ②前半 中 札幌市立丘珠中学校 15 フラワークラウン 和田直也 5:00 虹 石崎ひゅーい 郷間幹男 3:00 脇澤　肇 わきざわ　はじめ

13 ②前半 中 札幌市立西岡中学校 20 「マーチ・ブルー・スカイ」 高木登古 カイト 米津玄師 郷間幹男 宮下　弘夏 みやした　ひろか

14 ②前半 中 札幌市立新琴似北中学校 29 イエロー・マウンテンズ J.デ＝ハーン 3:30 風になりたい 宮沢和史 宮川成治 3:00 奥谷　瞳子 おくや　とうこ

15 ②前半 高 札幌北高等学校 45 ポップス・オーヴァーチュア「未来への展開」 岩井直溥 遥かなる影 B.バカラック 星出尚志
山﨑　嘉将
岩村　絃都

やまざき　よしまさ
いわむら　げんと

16 ②後半 高 札幌山の手高等学校 30 アルセナール ヴァン=デル=ロースト 西澤　恒洋 にしざわ　のぶひろ

17 ②後半 中 札幌市立稲積中学校 25 吹奏楽のための「エール・マーチ」 宮下　英樹 3:58 オーメンズ・オブ・ラブ 和泉宏隆 宮川成治 3:59 塚野　太朗 つかの　たろう

18 ②後半 中 札幌市立羊丘中学校 26 「もののけ姫」メドレー 久石譲 星出尚志 児玉　佳範 こだま　よしのり

19 ②後半 中 札幌市立月寒中学校 29 イエロー・マウンテンズ J.デ＝ハーン 4:00 フレンド　ライク　ミー A.メンケン 郷間幹男 2:30 青木　雄亮 あおき　ゆうすけ

20 ②後半 中 札幌市立清田中学校 28 風の精 酒井格 6:00 WAになっておどろう 長万部太郎 金山徹 4:00 多米　恵理子 ため　えりこ

21 ②後半 高 市立札幌清田高等学校 31 ゲット　イット　オン B.チェイス P.ジェニングス 2:00 ソウル　ボサノバ Q.ジョーンズ M.ルイス 2:00 ザ　チキン A.J.エリス K.バーグ 3:30 テナー　マッドネス S.ロリンズ M.テイラー 2:00 齋藤　琢 さいとう　たく

22 ②後半 一般 札幌ユース吹奏楽団 42 《ポカホンタス》より A.メンケン 宍倉晃 9:00 大泉　徹 おおいずみ　とおる

23 ②後半 高 札幌東陵高等学校 11 スターライト・ウインク 髙橋伸哉 稲垣　佳恵 いながき　かえ

24 ②後半 高 札幌稲雲高等学校 30 ラシーヌ讃歌 G.フォーレ 鈴木英史 5:00 吹奏楽のための「風之舞」 福田洋介 4:30 竹本　正治 たけもと　まさはる

25 ②後半 高 札幌光星高等学校 31 秋空に　～In　Autumn　Skies～（原典版） 上岡洋一 エルフゲンの叫び G.ローレンス 田辺　新一 たなべ　しんいち

26 ②後半 高 札幌白石高等学校 63 富士山　北斎の版画に触発されて 真島俊夫 9:50 鈴木　恭輔 すずき　きょうすけ

27 ②後半 一般 ラポール・ウインドアンサンブル 20 Mela！ 穴見真吾 郷間幹男 3:00 ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 6:30 荒谷　航貴 あらや　こうき

28 ②後半 一般 クレシェンテ・ウインド・オーケストラ 33 たなばた 酒井格 8:30 西田　邦彦 にしだ　くにひこ

29 ②後半 一般 ウインドアンサンブルラミューズ 34 タイタニックメドレー J.ホーナー 星出尚志 黒田　亮一 くろだ　りょういち

30 ②後半 高 市立札幌新川高等学校 70 「環境首都・札幌」宣言のための作品 中原達彦 7:30 米田　浩哉 よねだ　ひろちか


