
プログラム
A日程 1 日目　12 月 26 日（水）

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 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） ・・・・・・・・（90 人） （P17）

　O. レスピーギ／バレエ音楽《シバの女王ベルキス》より「Ⅰ . ソロモンの夢」「Ⅲ . 戦いの踊り」「Ⅳ . 狂宴の踊り」
［ 2 ］ 11:50 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 室内音楽部（指揮：森居勇樹） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（36 人） （P18）

　ジョン・ラター／「弦楽のための組曲」（1973） より第 1楽章 , 第 2 楽章 , 第 4 楽章
［ 3 ］ 12:05 青山学院横浜英和中学高等学校 オーケストラ部（指揮：八木紘子） ・・・・・・・・・・・・・・・・（56 人） （P19）

　J. シュトラウスⅡ／ワルツ《美しく青きドナウ》
［ 4 ］ 12:22 日本女子大附属高等学校 弦楽クラブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（36 人） （P20）

　P.I. チャイコフスキー／弦楽セレナード ハ長調 Op.48 より第 2楽章 , 第 4 楽章
［ 5 ］ 12:39 鎌倉女学院オーケストラ（指揮：遠藤誠也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（87 人） （P21）

　F.v. スッペ／喜歌劇《軽騎兵》序曲
　G. ビゼー／歌劇《カルメン》より「ジプシーの踊り」

［ 6 ］ 12:57 宮城学院中学校高等学校 オーケストラ弦楽部門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15 人） （P22）
　J.S. バッハ／主よ人の望みの喜びよ
　Ｈ . パーセル／組曲《アブデラザール》より「Ⅱ . ロンド」「Ⅸ . アリア」

［ 7 ］ 13:13 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） ・・・・・・・・・・・・・・・・（75 人） （P23）
　P.I. チャイコフスキー／《スラヴ行進曲》Op. 31

［ 8 ］ 13:30 山梨県立甲府第一高等学校 弦楽部（指揮：中　源博） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（9人） （P24）
　E. グリーグ／ 2つの旋律

［ 9 ］ 13:43 明星学園高等学校 アンサンブル部（指揮：岡林拓也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71 人） （P25）
　P.I. チャイコフスキー／交響曲第 1番 ト短調 《冬の日の幻想》より第 4楽章

［10］ 14:02 玉川学園 オーケストラ部（指揮：鈴木孝春） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（25 人） （P26）
　P.I. チャイコフスキー／弦楽セレナード ハ長調 Op. 48 より第 4楽章

［11］ 14:37 品川女子学院オーケストラ（指揮：小山　誠） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（80 人） （P27）
　R. シューマン／交響曲第 4番 第 4 楽章

［12］ 14:52 千葉県立津田沼高等学校 オーケストラ部（指揮：柴　敏行） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（27 人） （P28）
　G.F. ヘンデル／《水上の音楽》より

［13］ 15:07 市川学園 オーケストラ部（指揮：田邊尚雄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（79 人） （P29）
　A. ドヴォルザーク／交響曲第 8番より第 3楽章 , 第 4 楽章

［14］ 15:27 松本秀峰中等教育学校 オーケストラ部（指揮：三枝優輝） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（63 人） （P30）
　L. ドリーブ／バレエ組曲《コッペリア》より「前奏曲とマズルカ」

［15］ 15:39 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） ・・・・・・・・・・・・・・（83 人） （P31）
　J. シベリウス／交響曲第 2番 ニ長調より第 4楽章

［16］ 15:59 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） ・・・・・・・・・・・・・（46 人） （P32）
　J. シベリウス／交響詩《フィンランディア》 Op.26

［17］ 16:30 三田高等学校 管弦楽団（指揮：大波陽平） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71 人） （P33）
　P.I. チャイコフスキー／《眠れる森の美女》「序奏とリラの精」「ワルツ」

［18］ 16:45 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）
　L. ドリーブ／バレエ組曲《コッペリア》より「1. 前奏曲とマズルカ」「2. 情景とスワニルダの円舞曲」「3. チャルダッシュ」
　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（61 人）　（P34・P35・P36） 

［19］ 17:05 福島県立郡山商業高等学校管弦楽団（指揮：鈴木　敦） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（86 人） （P37）
　N. リムスキー＝コルサコフ／交響組曲《シェラザード》より第 4楽章

［20］ 17:22 山陽女学園中等部・高等部 管弦楽部（指揮：乾　剛） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（40 人） （P38）
　R.W. スミス／嵐の中へ ～ into the storm ～
　A. ドヴォルザーク／交響曲第 8番より第 4楽章

［21］ 17:42 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：伊藤巧真） ・・・・・・・・・・・（90 人） （P39）
　G. プッチーニ／歌劇《トゥーランドット》より

18:02 交流会
18:32 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）

　W.A. モーツァルト／ディベルティメント第３番 ヘ長調 Ｋ . １３８（１２５ｃ）
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）

　H. ベルリオーズ／幻想交響曲より第４・５楽章
11:15 来賓祝辞　藤原　誠（文部科学事務次官）

学校紹介ページ
［22］ 11:30 福岡市立福岡西陵高等学校管弦楽部（指揮：松田和宏） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（73 人） （P40）

　J. オッフェンバック／喜歌劇《天国と地獄》より序曲
［23］ 11:46 新潟県立高田高校 管弦楽部（指揮：霜鳥彩羽） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（35 人） （P41）

　A. ドヴォルザーク／スラヴ舞曲第 1集 Op.1 第 1 番 , 第 8 番
［24］ 12:01 明治大学付属中野中学・高等学校 音楽部（指揮：尾和雅一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（70 人） （P42）

　L.v. ベートーベン／交響曲第 3番 変ホ長調《英雄》より第 1楽章
［25］ 12:36 栃木県立栃木女子高等学校 オーケストラ部（指揮：原　桂一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（46 人） （P43）

　P.I. チャイコフスキー／イタリア奇想曲 Op.45
［26］ 12:56 清泉女学院中学高等学校管弦楽部（指揮：青木雅也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（69 人） （P44）

　P.I. チャイコフスキー／《スラヴ行進曲》Op. 31
［27］ 13:13 千葉県立小金高等学校 弦楽部（指揮：山田潤一） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（31 人） （P45）

　P.I. チャイコフスキー／弦楽セレナード ハ長調より第 4楽章
［28］ 13:26 千葉県立船橋高等学校 オーケストラ部（指揮：尾崎怜央） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（62 人） （P46）

　C. サン =サーンス／交響詩《死の舞踏》 Op.40 （ヴァイオリン独奏：梶間 琉生）
［29］ 13:38 大阪府立高津高等学校 アンサンブル部（指揮：真野則子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（36 人） （P47）

　G. ホルスト／セントポール組曲
［30］ 14:01 東邦大学付属東邦中学校オーケストラ部・東邦高等学校オーケストラ同好会（指揮：西原悠人） ・・（105 人） （P48）

　J. シベリウス／交響曲第 2番 ニ長調より第 4楽章  
［31］ 14:21 静岡県西遠女子学園オーケストラ部（指揮：村木秀駿） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P49）

　L.v. ベートーベン／《コリオラン》序曲 Op.62
［32］ 14:34 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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（72 人） （P50）

　E. シャブリエ／狂詩曲《スペイン》
［33］ 14:46 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） ・・・・・・・・・・・・（37 人） （P51）

　G. ホルスト／《セントポール組曲》より第 1楽章 , 第 3 楽章 , 第 4 楽章
［34］ 15:03 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） （P52）

　J. シュトラウスⅡ／ワルツ《美しく青きドナウ》
［35］ 15:23 明星中学校・高等学校 明星学苑ジュニアオーケストラ（指揮：山田喜也） ・・・・・・・・・・・・・（37 人） （P53）

　A. ヒナステラ／バレエ音楽《エスタンシア》
［36］ 15:41 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：小田綾音（高 2）） ・・・・・・・・・（67 人） （P54）

　J. ブラームス／大学祝典序曲 ハ長調 Op.80
［37］ 15:58 国際基督教大学高等学校オーケストラ部（指揮：竹内　修） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14 人） （P55）

　G. ビゼー／交響曲 1番 ハ長調より第 3楽章 , 第 4 楽章
［38］ 16:30 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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（73 人） （P56）

　P.I. チャイコフスキー／交響曲第 4番 ヘ短調 Op.36 より第 4楽章
［39］ 16:46 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 管弦楽部（指揮：安藤　純） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（32 人） （P57）

　G. ロッシーニ／歌劇《セヴィリアの理髪師》序曲
　成田為三／浜辺の歌

［40］ 17:03 岐阜県立大垣南高等学校 オーケストラ部（指揮：清水祐男） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（53 人） （P58）
　J. ブラームス／《ハンガリー舞曲集》 第 1 番 , 第 5 番 , 第 6 番

［41］ 17:20 捜真女学校 弦楽部（指揮：大和由祈） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（40 人） （P59）
　A. ドヴォルザーク／弦楽セレナーデより第 1楽章 , 第 5 楽章

［42］ 17:38 聖光学院中学校高等学校 弦楽オーケストラ部（指揮：川島　晃） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（39 人） （P60）
　P.I. チャイコフスキー／弦楽六重奏 Op.70 《フィレンツェの思い出》より （弦楽合奏版）

［43］ 17:58 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部（指揮：北村由里子） ・・・・・・・・・（51 人） （P61）
　P.I.チャイコフスキー／バレエ組曲《くるみ割り人形》 Op.71aより 「行進曲」「金平糖の精の踊り」「トレパーク」「葦笛の踊り」「花のワルツ」

18:18 交流会
18:48 2 日目終了
19:30 選抜合奏リハ
21:30 終了・退出

A日程 2 日目　12 月 27 日（木）

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
［44］ 11:30 田園調布学園中等部高等部 管弦楽部（指揮：川崎嘉昭） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（64 人） （P62）

　J. シベリウス／交響詩《フィンランディア》 Op.26
［45］ 11:45 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：野﨑晃弘） ・・・・・・・・・・・・（74 人） （P63）

　A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「ダッタン人の踊り」
［46］ 12:05 白百合学園中学高等学校 弦楽部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（19 人） （P64）

　A. コレルリ／合奏協奏曲 第８番 ト短調より
　L. アンダーソン／フィドル・ファドル

［47］ 12:23 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） ・・・・・・・・・・・・・（81 人） （P65）
　G. ヴェルディ／歌劇《アイーダ》より「凱旋行進曲」
　ジョン・ラター／「弦楽のための組曲」（1973）より第 1楽章 , 第 4 楽章

［48］ 12:40 東京都立西高校 管弦楽部（指揮：古越尋揮） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（57 人） （P66）
　J. ブラームス／大学祝典序曲 ハ長調 Op.80

［49］ 12:55 浦和西・春日部共栄 合同オーケストラ（埼玉県立浦和西高等学校管弦楽部 ･春日部共栄中学高等学校管弦楽部）
（指揮：伊藤孝短）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （81 人）  （P67・P68）
　A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「ダッタン人の踊り」

［50］ 13:13 川越女子高等学校 弦楽オーケストラ部（指揮：山崎　桂） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（47 人） （P69）
　ジョン・ラター／「弦楽のための組曲」（1973）より第 1楽章 , 第 3 楽章 , 第 4 楽章

［51］ 13:45 関東学院中学校高等学校 オーケストラ部（指揮：繁下拓也） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（134 人） （P70）
　V. カリンニコフ／交響曲第 1番より第 4楽章
　A. ハチャトゥリアン／組曲《ガイーヌ》より「レズギンカ」

［52］ 14:03 福島高等学校管弦楽団（指揮：馬場和美） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（46 人） （P71）
　A. ドヴォルザーク／序曲《謝肉祭》 Op.52

［53］ 14:19 広島大学附属中・高等学校 管弦楽班（指揮：原　寛暁） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71 人） （P72）
　L. ドリーブ／バレエ組曲《コッペリア》より「序奏とマズルカ」「スワニルダのワルツ」

［54］ 14:34 長野県小緒高等学校 弦楽部（指揮：滝沢裕基） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13 人） （P73）
　W.A. モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク　K525 より

［55］ 15:07 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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・（74 人） （P74）
　A. ドヴォルザーク／《スラヴ舞曲集》 第 1 集 Op.46 より第 8番
　C. サン =サーンス／交響詩《死の舞踏》 Op.40

［56］ 15:24 桐朋女子中・高等学校 音楽部音楽班（指揮：小平芙紗子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（51 人） （P75）
　P.I. チャイコフスキー／バレエ組曲《くるみ割り人形》より「花のワルツ」

［57］ 15:37 岡山県立岡山城東高等学校 管弦楽部（指揮：定金麻衣子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（64 人） （P76）
　P.I. チャイコフスキー／弦楽セレナード Op.48 より 第 4 楽章

［58］ 15:51 桐生女子高等学校 管弦楽部（指揮：青柳　亮） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（31 人） （P77）
　F. メンデルスゾーン／序曲《フィンガルの洞窟》

［59］ 16:06 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） ・・・・・・・・・・・・・・・・（118 人） （P78）
　C. グノー／歌劇《ファウスト》より「1. ヌビアの踊り」「2. クレオパトラの金の杯」
　「4. クレオパトラと奴隷たちの踊り」「5. トロイの娘たちの踊り」「7. フリネの踊り」

［60］ 16:26 帝塚山中学校・高等学校 弦楽部（指揮：寺島洋之） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P79）
　G. ホルスト／《セントポール組曲》

［61］ 16:45 森村学園中高等部 管弦楽部（指揮：深井祥二） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（88 人） （P80）
　A. グラズノフ／バレエ《ライモンダ》より「イントロダクション」「シーン 1」「ピチカート」「ワルツ」「ギャロップ」「スペインの踊り」

［62］ 17:05 長野県長野高等学校 管弦楽班（指揮：水津　潤（レスピーギ）・福田伸幸（ベートーヴェン））  ・ ・ ・（36 人） （P81）
　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「シチリアーナ」
　L.v. ベートーベン／交響曲第 8番より第 4楽章 

［63］ 17:24 岡山県立岡山朝日高等学校 管弦楽団（指揮：小山洋治）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（75 人） （P82）
　N. リムスキー＝コルサコフ／序曲《ロシアの復活祭》 

17:44 交流会
18:14 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（金）
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司会進行
成田高校 放送部：西川 莉那・小松 由依・竹下 愛里華

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）

　W.A. モーツァルト／ディベルティメント第３番 ヘ長調 Ｋ . １３８（１２５ｃ）
10:55 OBOGオーケストラ（指揮：安斎拓志）

　J. ブラームス／交響曲第 1番より第 4楽章
学校紹介ページ

［64］ 11:15 栃木県立鹿沼高等学校 音楽部管弦楽団（指揮：中島正浩） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（42 人） （P83）
　H. ベルリーズ／序曲《ローマの謝肉祭》

［65］ 11:30 国府台女子学院 オーケストラ部（指揮：橋本健史） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（60 人） （P84）
　クロード・ミシェル・シェーンベルク／《レ・ミゼラブル》セレクション

［66］ 11:46 成田高等学校同付属中学校 音楽部（指揮：鈴木賀子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（34 人） （P85）
　エミール・ワルトトイフェル／ワルツ《スケートをする人々》

［67］ 12:01 神奈川県立川和高等学校 合同オーケストラ（指揮：吉川武典） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（79 人） （P86）
　G. ヴェルディ／歌劇《アイーダ》より「凱旋行進曲」

［68］ 12:16 長野県上田高等学校 室内楽班（指揮：柳澤　哲） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（25 人） （P87）
　C.Ph.E. バッハ／シンフォニア第 1番 ト長調 Wp182-1.

［69］ 12:33 清真学園高等学校・中学校 音楽部（指揮：吉川寿美江） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（60 人） （P88）
　F. メンデルスゾーン／交響曲第 4番《イタリア》より第 1楽章

［70］ 12:47 秀光中等教育学校 オーケストラ部（指揮：牛渡　純） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（29 人） （P89）
　F. スッペ／喜歌劇《詩人と農夫》序曲

［71］ 13:01 豊島岡女子学園中学校・高等学校　弦楽合奏部（指揮：山根聖鈴） ・・・・・・・・・・・・・・・・（47 人） （P90）
　K. ジェンキンス／弦楽合奏の為の合奏協奏曲《Palladio》より第 1楽章 , 第 3 楽章

［72］ 13:17 長野県 4校合同オーケストラ（長野県須坂高等学校室内楽部・長野県長野西高等学校室内楽班・長野県屋代高等学校弦楽班・長野県飯山高等学校弦楽器部）
（指揮：内山 　博） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（28 人）

 
 （P91）

　A. ヴィヴァルディ／協奏曲 Op.3-10 ロ短調 RV580
［73］ 13:32 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） ・・・・・・・・・・・・・・（74 人） （P92）

　G. ビゼー／歌劇《カルメン》組曲より「前奏曲」「アラゴネーズ」「トレアドール」
［74］ 13:45 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） ・・・・・・・・・・・・・（62 人） （P93）

　A. ドヴォルザーク／交響曲第 8番より第 1楽章
［75］ 14:01 千葉県立千葉女子高等学校 オーケストラ部（指揮：山岡　健） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（82 人） （P94）

　P.I. チャイコフスキー／交響曲第 6番 《悲愴》より第 3楽章 , 第 4 楽章
14:26 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）

　L.v. ベートーヴェン／交響曲第９番《合唱》より第４楽章
15:01 4 日目終了・退出

B 日程 2 日目　12 月 29 日（土）
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