
プログラム
A日程 1 日目　12 月 26 日（火）

10:45 客席開場
11:00 着席完了
11:15 開会式

学校紹介ページ
［ 1 ］ 11:30 日本女子大付属高等学校 弦楽クラブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（48 人） （P16）

　ローベルト・フックス／弦楽のためのセレナーデ 第 1 番 第 2・5 楽章
［ 2 ］ 11:44 清泉女学院中学高等学校管弦楽部（指揮：青木雅也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（66 人） （P17）

　L.V. ベートーヴェン／劇音楽《エグモント》序曲
　C. ドビュッシー／《小組曲》より「Ⅳ . バレエ」

［ 3 ］ 12:03 青山学院横浜英和中学高等学校オーケストラ部（指揮：柴﨑　明） ・・・・・・・・・・・・・・・・（48 人） （P18）
　L.V. ベートーヴェン／交響曲第 5番 ハ短調 作品 67 第 1 楽章

［ 4 ］ 12:17 神奈川大学附属中・高等学校 音楽部 シンフォニーオーケストラ（指揮：相澤拓生） ・・・・・・・（103 人） （P19）
　I. ストラヴィンスキー／バレエ音楽《火の鳥》「魔王カスチェイの凶悪な踊り」「子守唄」「終曲」

［ 5 ］ 12:37 東京都立駒場高等学校 駒場フィルハーモニーオーケストラ（指揮：石田怜男奈） ・・・・・・・・・・（50 人） （P20）
　P.I. チャイコフスキー／スラヴ行進曲

［ 6 ］ 12:56 田園調布学園中等部高等部 管弦楽部（指揮：川崎嘉昭） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（61 人） （P21）
　F.v. スッペ／喜歌劇《軽騎兵》序曲

［ 7 ］ 13:09 宮城学院中学校高等学校 オーケストラ弦楽部門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（17 人） （P22）
　ディズニメドレー／《美女と野獣》より「朝の風景」「美女と野獣」～イッツ・ア・スモールワールドより「小さな世界」

［ 8 ］ 13:39 浦和明の星女子中学・高等学校 アンサンブル部（指揮：白井夕紀） ・・・・・・・・・・・・・・・・（80 人） （P23）
　A. ドヴォルザーク／序曲《謝肉祭》

［ 9 ］ 13:55 都立西高校管弦楽部（指揮：小藤ゆい） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（53 人） （P24）
　C.F. グノー／歌劇《ファウスト》よりバレエ音楽　第 7曲「フリネの踊り」、第 2幕より ｢ワルツ｣

［10］ 14:09 東京都立青山高等学校 青山フィルハーモニー管弦楽団（指揮：豊田百合菜） ・・・・・・・・・・・・（61 人） （P25）
　A. ドヴォルザーク／スラブ舞曲　第 1集　作品 46 より第 1番・第 8番

［11］ 14:25 明星学園高等学校 アンサンブル部（指揮：岡林拓也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71 人） （P26）
　A. ドヴォルザーク／交響曲第 9番《新世界より》第 4楽章

［12］ 14:45 群馬県立中央中等教育学校 管弦楽部（指揮：ジェフリー・バドリック） ・・・・・・・・・・・・・・（86 人） （P27）
　P.I. チャイコフスキー／交響曲第 4番ヘ短調 作品 36 第 4 楽章 Finale: Allegro con fuoco

［13］ 14:59 玉川学園 オーケストラ部（指揮：鈴木孝春） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（25 人） （P28）
　A. ドヴォルザーク／弦楽セレナーデ ホ長調 作品 22 第 4・5 楽章

［14］ 15:29 宮城県公立高校 合同オーケストラ（宮城県宮城第一高等学校管弦楽部・宮城県仙台第一高等学校室内楽部・宮城県富谷高等学校弦楽合奏部）
（指揮：丸山泰史）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（60 人）　（P29・P30・P31） 
　G. ビゼー／歌劇《カルメン》より抜粋

［15］ 15:47 山陽女学園中等部・高等部 管弦楽部（指揮：乾　剛） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（51 人） （P32）
　S. ラフマニノフ／交響曲第 2番 ホ短調 作品 27  第 4 楽章

［16］ 16:07 松本秀峰中等教育学校 オーケストラ部（指揮：三枝優輝） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（59 人） （P33）
　G. ビゼー／歌劇《カルメン》より抜粋

［17］ 16:26 国際基督教大学高等学校オーケストラ部（指揮：竹内　修） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（28 人） （P34）
　C. ドビュッシー／《小組曲》より　「Ⅰ . 小舟にて」「Ⅱ . 行列」「Ⅳ . バレエ」

［18］ 16:39 大垣南高等学校 オーケストラ部（指揮：田中康司） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（65 人） （P35）
　P.A. デュカス／「ラ・ペリ」のファンファーレ
　C.F. グノー／バレエ音楽《ファウスト》より抜粋

［19］ 16:59 静岡県西遠女子学園 オーケストラ部（指揮：村木秀駿） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（49 人） （P36）
　G. プッチーニ／歌劇《トゥーランドット》より「誰も寝てはならぬ」
　L.V. ベートーヴェン／歌劇《エグモント》序曲 Op.84

［20］ 17:16 千葉県立幕張総合高等学校 シンフォニックオーケストラ部（指揮：葛西　聡） ・・・・・・・・・・・（94 人） （P37）
　S. ラフマニノフ／交響曲第 2番 ホ短調 作品 27  第 3・4 楽章

17:36 交流会
18:06 1 日目終了
19:00 選抜合奏リハ
21:30 終了・退出
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10:00 客席開場
10:15 着席完了
10:30 選抜弦楽アンサンブル（指揮：大川内弘　元日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター）

　J. スーク／弦楽セレナードより　第 1・4楽章
10:55 選抜オーケストラ（指揮：河地良智　洗足学園音楽大学名誉教授　前同大学副学長）

　R. ワーグナー／歌劇《タンホイザー》序曲
11:15 来賓祝辞　髙橋 道和（文部科学省初等中等教育局長）

学校紹介ページ
［21］ 11:30 千葉県立小金高等学校 弦楽部（指揮：山田潤一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（24 人） （P38）

　P.I. チャイコフスキー／弦楽六重奏曲《フィレンツェの思い出》 第 4 楽章
［22］ 11:46 目黒星美学園中学高等学校 管弦楽部（指揮：大熊理津子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（49 人） （P39）

　D. ショスタコーヴィチ／交響曲第 5番 第 4 楽章
［23］ 12:08 新潟県立高田高等学校管弦楽部（指揮：青木ゆり） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（33 人） （P40）

　P.I. チャイコフスキー／バレエ音楽《眠れる森の美女》より「序奏とリラの精」「ワルツ」
［24］ 12:26 大阪府立清水谷高等学校 オーケストラ・アンサンブル部（指揮：野崎晃弘） ・・・・・・・・・・・・（75 人） （P41）

　D. ショスタコーヴィチ／交響曲第 5番 第 4 楽章
［25］ 12:44 浜松開誠館中学校 ･高等学校 音楽部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5人） （P42）

　J.S. バッハ／２つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 第 1・2 楽章
［26］ 13:16 栃木県立鹿沼高等学校 音楽部管弦楽団（指揮：中島正浩） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（44 人） （P43）

　G. ビゼー／組曲《アルルの女》第 2組曲より Ⅰパストラール Ⅳファランドール
［27］ 13:30 千葉市立稲毛高等学校・附属中学校 弦楽オーケストラ部（指揮：川上綾子） ・・・・・・・・・・・・（35 人） （P44）

　ジョン・ラター／弦楽のための組曲 第 1・3・4 楽章
［28］ 13:45 ノートルダム女学院中学高等学校 オーケストラクラブ（指揮：中 勝弘） ・・・・・・・・・・・・・（44 人） （P45）

　J. ブラームス／大学祝典序曲
［29］ 14:05 山梨県立甲府第一高等学校 弦楽部（指揮：中　源博） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15 人） （P46）

　P. ウォーロック／カプリオール組曲
［30］ 14:24 千葉県立船橋高等学校 オーケストラ部（指揮：山本大地） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（57 人） （P47）

　A. ドヴォルザーク／交響曲第 9番《新世界より》第 1楽章
［31］ 14:39 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部　室内楽部（指揮：安本紗菜） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（33 人） （P48）

　F. メンデルスゾーン／弦楽のための交響曲 第 10 番 ロ短調
［32］ 14:54 静岡県立清水南高等学校・同中等部 管弦楽部（指揮：遠藤直之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（75 人） （P49）

　S. ラフマニノフ／交響曲第 2番 ホ短調 作品 27 第 4 楽章
［33］ 15:14 聖光学院弦楽オーケストラ部（指揮：川島　晃） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（37 人） （P50）

　O. レスピーギ／リュートのための古風な舞曲とアリア 第 3 組曲 より
［34］ 15:49 品川女子学院オーケストラ（指揮：小山　誠） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（63 人） （P51）

　W.A. モーツァルト／交響曲第 40 番 第 1・4 楽章
［35］ 16:09 捜真女学校弦楽部（指揮：大和由祈） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（34 人） （P52）

　F. メンデルスゾーン／弦楽のための交響曲 第 10 番
［36］ 16:25 明星中学・高等学校 明星学苑ジュニアオーケストラ（指揮：山田喜也） ・・・・・・・・・・・・・・（40 人） （P53）

　P.I. チャイコフスキー／スラヴ行進曲
［37］ 16:40 栃木県立栃木女子高等学校 オーケストラ部（指揮：原　桂一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（40 人） （P54）

　W.A. モーツァルト／「フィガロの結婚」序曲
　チャイコフスキー／交響曲第 4番 第 4 楽章

［38］ 16:59 市川学園 オーケストラ部《指揮：横林　歩》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（91 人） （P55）
　N. リムスキー=コルサコフ／交響組曲《シェヘラザード》 第 1 楽章
　C. サン =サーンス／歌劇《サムソンとデリラ》よりバッカナール

［39］ 17:14 千葉県立津田沼高等学校 オーケストラ部（指揮：柴　敏行） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（38 人） （P56）
　F.v. スッペ／喜歌劇《軽騎兵》序曲

［40］ 17:29 明治大学付属中野中学・高等学校 音楽部（指揮：尾和雅一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（91 人） （P57）
　A. ドヴォルザーク／交響曲第 9番《新世界より》第 1楽章

17:44 交流会
18:14 2 日目終了
19:00 終了・退出

A日程 2 日目　12 月 27 日（水）

プログラム
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10:45 客席開場
11:00 着席完了
11:15 開会式

学校紹介ページ
［41］ 11:30 恵泉女学園中学・高等学校 課外オーケストラ（指揮：小松拓人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（66 人） （P58）

　A. ハチャトゥリアン／組曲《仮面舞踏会》より Ⅰワルツ Ⅱマズルカ
［42］ 11:42 東邦大学付属東邦高等学校 オーケストラ（指揮：内藤紀之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（46 人） （P59）

　A. ドヴォルザーク／交響曲第 9番《新世界より》第 4楽章
［43］ 11:58 江戸川女子中学高等学校 シンフォニックオーケストラ（指揮：佐野直樹） ・・・・・・・・・・・・・（68 人） （P60）

　L.V. ベートーヴェン／《エグモント》序曲
［44］ 12:12 豊島岡女子学園中学校・高等学校　弦楽合奏部（指揮：武山千鶴（学生指揮））・・・・・・・・・・・（42 人） （P61）

　B. ブリテン／シンプル・シンフォニー 第 1・4 楽章
［45］ 12:26 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 管弦楽部（指揮：安藤　純） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（43 人） （P62）

　L.V. ベートーヴェン／交響曲第 7番 第 1 楽章
［46］ 12:46 秀光中等教育学校 オーケストラ部（指揮：牛渡　純） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（28 人） （P63）

　L.V. ベートーヴェン／交響曲第６番《田園》 第 1 楽章
［47］ 13:16 洗足学園中学校高等学校フィルハーモニー管弦楽団（指揮：長縄洋明） ・・・・・・・・・・・・・・（62 人） （P64）

　A. ドヴォルザーク／交響曲第 8番 ト長調 作品 88 第 3 楽章
［48］ 13:28 清真学園高等学校・中学校 音楽部（指揮：吉川寿美江） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（55 人） （P65）

　G. ビゼー／歌劇《カルメン》第 1組曲
［49］ 13:47 広島大学附属中・高等学校 管弦楽班（指揮：原　寛暁） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（84 人） （P66）

　A. グラズノフ／祝典序曲 作品 73
［50］ 14:02 長野県小緒高等学校 弦楽部（指揮：金久保裕之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11 人） （P67）

　J. シベリウス／アンダンテ・フェスティーヴォ
　W.A. モーツァルト／ディヴェルティメント K.138 第 1 楽章

［51］ 14:37 浦和西・春日部共栄 合同オーケストラ（浦和西高校管弦楽部）（指揮：小野裕子） ・・・・・・ （75 人）  （P68・P69）
　M.P. ムソルグスキー（R. コルサコフ版）／交響詩《禿山の一夜》

［52］ 14:54 福島高等学校管弦楽団（指揮：馬場和美） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（40 人） （P70）
　J. シュトラウスⅡ／喜歌劇《こうもり》序曲

［53］ 15:08 栃木県立宇都宮女子高等学校 オーケストラ部（指揮：菊川祐一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（83 人） （P71）
　P.A. デュカス／交響詩《魔法使いの弟子》

［54］ 15:25 長野県上田高等学校 室内楽班（指揮：柳澤　哲） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（31 人） （P72）
　フリードリヒ大王／シンフォニア ト長調

［55］ 15:42 京都女子中学・高等学校 オーケストラクラブ（指揮：成瀬浩健） ・・・・・・・・・・・・・・・・（113 人） （P73）
　A. ドヴォルザーク／交響曲第 8番 ト長調 作品 88 第 4 楽章

［56］ 15:56 長野高等学校　管弦楽班（指揮：福田　伸幸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P74）
　J. ブラームス／交響曲第 1番 第 1 楽章

［57］ 16:14 森村学園中高等部管弦楽部（指揮：深井祥二） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（94 人） （P75）
　G. ヴェルディ／歌劇《ナブッコ》序曲
　J. ブラームス／交響曲第４番 第 3 楽章

［58］ 16:30 桐生女子高等学校 管弦楽部（指揮：青栁　亮） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P76）
　A. ドヴォルザーク／序曲《自然の中で》

［59］ 16:50 岡山県立岡山朝日高等学校 管弦楽団（指揮：松北髙行）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（71 人） （P77）
　A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「ポロヴェツ人の踊り」
　J. ウィリアムズ / 《スター・ウォーズ》メインテーマ 

17:09 交流会
17:39 3 日目終了
19:00 選抜合奏リハ
21:30 終了・退出

B 日程 1 日目　12 月 28 日（木）

プログラム

6



放送係
成田高等学校 放送部：押木 哲郎・馬場結依子・八本 咲紀

10:00 客席開場
10:15 着席完了
10:30 選抜弦楽アンサンブル（指揮：大川内弘　元日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター）

　J. スーク／弦楽セレナードより　第 1・4楽章
10:55 選抜オーケストラ（指揮：河地良智　洗足学園音楽大学名誉教授　前同大学副学長）

　R. ワーグナー／歌劇《タンホイザー》序曲
11:15 来賓祝辞　臼井　学（文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官）

学校紹介ページ
［60］ 11:30 川和高校オーケストラ（指揮：菅野勇之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71 人） （P78）

　E. エルガー／行進曲《威風堂々》第 1番
［61］ 11:45 長野県 4校合同オーケストラ（長野県長野西高等学校・長野県須坂高等学校・長野県屋代高等学校・長野県飯山高等学校）

（指揮：内山　博）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（32 人）
 
（P79）

　G. F. ヘンデル／合奏協奏曲 作品 6 第 7 番より
［62］ 12:17 東京都立南多摩中等教育学校 南多摩フィルハーモニー（指揮：飯嶌　紀子） ・・・・・・・・・・・・（73 人） （P80）

　P. I . チャイコフスキー／スラブ行進曲
［63］ 12:34 成田高等学校同付属中学校 音楽部（指揮：若林　浩） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P81）

　A. ドヴォルザーク／交響曲第 9番《新世界より》第 4楽章
［64］ 12:51 関東学院中学校高等学校オーケストラ部（指揮：繁下拓也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（115 人） （P82）

　A. ハチャトリアン／組曲《仮面舞踏会》より「ワルツ」
　F. レハール／ワルツ《金と銀》

［65］ 13:08 千葉県立千葉中学校・高等学校 オーケストラ部（指揮：末永　明） ・・・・・・・・・・・・・・・・（59 人） （P83）
　A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「ポロヴェツ人の踊り」

［66］ 13:28 千葉県立千葉女子高等学校 オーケストラ部（指揮：山岡　健） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（88 人） （P84）
　N. リムスキー＝コルサコフ／スペイン奇想曲 0p.34

13:48 交流会
14:18 4 日目終了
15:00 終了・退出

B 日程 2 日目　12 月 29 日（金）

プログラム
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