
1 甲賀中学校　（18 人）

プログラム

甲賀市立
セーフティマーチ　
星影のエール

H. ベネット　作曲　L. クラーク　編曲
GReeeeN　作曲　山下　国俊　編曲

　指揮　大橋　千恵子

5月２０日

中学校の部　守山市民ホール

2 城山中学校　（22 人）甲賀市立
フレア　
パプリカ

越智　志帆　作曲
米津　玄師　作曲

　指揮　市野　知子

3 南郷中学校　（31 人）大津市立
Paradise　Has NO BORDER　　 Nargo　作曲　佐藤　博昭　編曲

　指揮　平松　多世

4 石山中学校　（12 人）大津市立
虹　
J-BEST`20 〜 2020 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー〜

石崎　ひゅーい　作曲　郷間　幹男　編曲
　　郷間　幹男　編曲

　指揮　辰巳　優子

5 仰木中学校　（37 人）大津市立
ジュラシックパークからの音楽　 J.WILLIAMS　作曲　J. ボーコック編曲

　

　指揮　山本　香子

6 唐崎中学校　（18 人）大津市立
残酷な天使のテーゼ　 佐藤　英敏　作曲　三浦秀秋編曲

　

　指揮　浜村　未来子

7 粟津中学校　（32 人）大津市立
J-POP 甲子園 2020　 藤原　聡他　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　土永　葵

8 新堂中学校　（22 人）草津市立
星影のエール他メドレー　 GReeeeN　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　若井　麻由美

9 安土中学校　（19 人）近江八幡市立
勇気１００％　
紅蓮の弓矢

馬飼野　康二　作曲　佐藤　博昭　編曲
ＲＥＶＯ　作曲　宮川成　治　編曲

　指揮　安岡　郁弥

10 八幡東中学校　（31 人）近江八幡市立
RPG　 Fukase　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　安原　響太郎

11 八幡西中学校　（22 人）近江八幡市立
愛をこめて花束を　
負けないで

多保　孝一　作曲　野崎　雅久　編曲
織田　哲郎　作曲　小島　里美　編曲

　指揮　山井　美輪

12 北大路中学校　（23 人）大津市立
スーパーマリオブラザーズ　 近藤　浩治　作曲　星出　尚志　編曲

　指揮　小幡　理



15 湖西中学校　（16 人）

プログラム

高島市立
マーチ「ブルースカイ」　 高木　登古　作曲

　

　指揮　西尾　拓也

5月２０日

16 マキノ中学校　（6 人）高島市立
ピースサイン　 米津　玄師　作曲　本澤なおゆき　編曲

　指揮　奥野　平

17 今津中学校　　（10 人）高島市立
SING，SING，SING　 L. プリマ　作曲　高橋　宏樹　編曲

　

　指揮　山本　恵理子

18 葉山中学校　（20 人）栗東市立
ブランドン・ベイ　 E. ハックビー　作曲

　

　指揮　鳥濱　敏昭

19 栗東中学校　（41 人）栗東市立
ディープ・パープル・メドレー　 佐橋　俊彦　編曲

　

　指揮　中野　頼子

20 栗東西中学校　（47 人）栗東市立
Ｊ -BEST　A・RA・SHI 〜 Troublemaker　 林　直樹　編曲

　指揮　木村　匠

21 日枝中学校　（29 人）湖南市立
千本桜　 黒うさ　作曲　本澤　なおゆき　編曲

　

　指揮　谷口　縁

22 石部中学校　（21 人）湖南市立
ワタリドリ　 川上　洋平　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　徳冨　貴子

23 甲西北中学校　（31 人）湖南市立
マンマミーア！　 B. アンダーソン　作曲　R. フィリップ　編曲

　指揮　伴能　早紀

24 甲西中学校　（27 人）湖南市立
虹　 石崎　ひゅーい　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　西澤　まどか

13 安曇川中学校　（21 人）高島市立
KIDZ KLASSIX　
Official 髭男 dism メドレー

E. ハックビー　作曲
藤原　聡　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　岩田　知美

14 高島中学校　（17 人）高島市立
糸　 中島　みゆき　作曲　西條　太貴編曲

　

　指揮　建部　やよい



1 堅田中学校　（15 人）

プログラム

大津市立
J-pop stage vol.10 【スタジオジブリ名曲集】　 久石　譲他　作曲　山里　佐和子　編曲

　

　指揮　槙野　朝子

5月２1日

中学校の部　守山市民ホール

2 老上中学校　（45 人）草津市立
銀河鉄道９９９　
名探偵コナンメインテーマ

タケカワユキヒデ　作曲　宮川　成治　編曲
大野　克夫　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　安川　健治

3 高穂中学校　（50 人）草津市立
Ｊ - ＢＥＳＴ ’ ２０〜２０２０年Ｊ - ＰＯＰベストヒッツスペシャルメドレー　 宮川　成治　作曲

　指揮　山本　恵理子

4 田上中学校　（19 人）大津市立
アラジン　メドレー　 A. メンケン　作曲

　指揮　小林　直子

5 日吉中学校　（43 人）大津市立
アンダー・ザ・シー A. メンケン　作曲　J. モス編曲

　作曲　

　指揮　森　美幸

6 打出中学校　（44 人）大津市立
ロス ロイ　 J. デ ハーン　作曲

　指揮　星田　茂之

7 青山中学校　（40 人）大津市立
恋　 星野　源　作曲　郷間　幹男　編曲

　　

　指揮　小幡　千尋

8 皇子山中学校　（33 人）大津市立
トイズ・パレード　 平山　雄一　作曲

　

　指揮　大北　美優

9 信楽中学校　（17 人）甲賀市立
木花之咲耶姫〜吹奏楽と打楽器群のための神話〜　 片岡　寛晶　作曲

　指揮　大村　智規

10 甲南・土山中学校　（42 人）甲賀市立
フローレンティナー行進曲　 J. フチーク　作曲　F. フェネル　編曲

　

　指揮　中嶋　民男

11 水口中学校　（36 人）甲賀市立
DEN-GAKU　 福田　洋介　作曲

　　

　指揮　中村　周子

12 志賀中学校　（50 人）大津市立
Paradise　Has NO BORDER　
日曜日よりの使者

Nargo　作曲　佐藤　博昭　編曲
甲本　ヒロト　作曲　本澤　なおゆき　編曲

　指揮　草川　弘幸

13 守山北中学校　（36 人）守山市立
3 つのアメリカの風景　 広瀬　勇人　作曲

　　

　指揮　佐伯　妙子



15 滋賀大学教育学部附属中学校　（29 人）

プログラム

国立大学法人
宝島　 和泉　宏隆　作曲　真島　俊夫編曲

　　

　指揮　高月　道代

5月２1日

16 近江兄弟社中学校　（30 人）私立
「ミッション：インポッシブル」のテーマ　 M. ジアッチーノ他　作曲　郷間　幹男編曲

　

　指揮　大橋　理恵

17 立命館守山中学校　（36 人）私立
もののけ姫セレクション　 久石　譲　作曲　森田　一浩編曲

　

　指揮　武藤　希帆

18 比叡山中学校　（15 人）私立
J-BEST`20 〜 2020 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー〜 郷間　幹男　編曲

　　

　指揮　高木　美和

19 守山中学校　（50 人）滋賀県立
絵のない絵本 ( 改訂版 )　 樽屋　雅徳　作曲

　

　指揮　須田　瑞穂

20 水口東中学校　（17 人）滋賀県立
日本を勇気づける名曲メドレー　 　宮川　成治　編曲

　

　指揮　村田　祥彦

21 瀬田中学校　（50 人）大津市立
カントリー・ロード in Swing　
Happiness

B. ダノフ他　作曲　黒川　圭一　編曲
岡田　実音　作曲　郷間　幹男　編曲

　指揮　柴原　郁美

22 瀬田北中学校　（46 人）大津市立
ハンティンドン・セレブレイション　 P. スパーク　作曲

　指揮　平田　絵美

23 明富中学校　（39 人）守山市立
ムーラン・メドレー　 M. ワイルダー　作曲　福島　弘和　編曲

　

　指揮　武藤　千尋

24 草津中学校　（43 人）草津市立
吹奏楽のための「エール・マーチ」　 宮下　秀樹　作曲

　　

　指揮　西田　杏奈

25 松原中学校　（43 人）草津市立
SING, SING, SING　 L. プリマ　作曲　山下　国俊　編曲

　

　指揮　西浦　多恵

26 玉川中学校　（29 人）草津市立
フラッシング・ウインズ J. ヴァンデルロースト　作曲

　

　指揮　服部　泰子

14 守山中学校　（50 人）守山市立
吹奏楽のための「エール・マーチ」　
夜に駆ける

　宮下　秀樹　作曲
Ayase　作曲　郷間　幹男　編曲

　指揮　谷　香保里



28 野洲北中学校　（19 人）

プログラム

野洲市立
『鬼滅の刃』メドレー　 草野　華余子他　作曲　三浦　秀秋　編曲

　指揮　前川　和輝

5月２1日

29 中主中学校　（17 人）野洲市立
シャルル　
official 髭男 dism メドレー

バルーン　作曲　浅野　由莉　編曲
藤原　聡　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　塩　由里

30 野洲中学校　（50 人）野洲市立
吹奏楽のための「エール・マーチ」　
空軍士官候補生

宮下　秀樹　作曲
K. キング　作曲　J. スウェアリンジェン　編曲

　指揮　馬場　泰介

31 竜王中学校　（22 人）竜王町立
September（セプテンバー）　 M. ホワイト他　作曲　郷間　幹男他　編曲

　指揮　成田　彩

32 真野中学校　（22 人）大津市立
ジブリ・ソングス　 久石　譲他　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　野殿　美由紀

33 守山南中学校　（41 人）守山市立
朝鮮民謡の主題による変奏曲　 J.B. チャンス　作曲

　指揮　中井　彩加

27 日野中学校　（23 人）日野町立
115 万キロのフィルム　 藤原　聡　作曲　山下　国俊　編曲

　

　指揮　角　敦子



1 鳥居本中学校　（12 人）

プログラム

彦根市立
ジブリ・コレクション vol.2　 久石 譲、木村 弓　作曲　山里 佐和子　編曲

　指揮　村山　杏奈

5月２1日

中学校の部　ひこね市文化プラザ

2 彦根中学校　（28 人）彦根市立
イエスタデイ　 藤原　聡　作曲　郷間　幹男　編曲

　指揮　山根　圭代

3 東中学校　（48 人）彦根市立
パプリカ　
Dynamite

米津　玄師　作曲　山里　佐和子　編曲
J. アゴンバー他　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　中村　主志

4 西中学校　（19 人）彦根市立
愛をこめて花束を　 多保　孝一　作曲　佐藤　丈治　編曲

　

　指揮　川島　早哉香

5 稲枝中学校　（18 人）彦根市立
アラジン・メドレー　 A. メンケン　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　北川　直子

6 中央中学校　（31 人）彦根市立
「千と千尋の神隠し」ハイライトより　 久石　譲　作曲

　

　指揮　藤居　美弥子

7 南中学校　（35 人）彦根市立
ドラえもん　 星野　源　作曲　宮川　成治編曲

　指揮　柴田　麻衣

8 双葉中学校　（13 人）米原市立
となりのトトロメドレー　 久石　譲　作曲　宮川　成治編曲

　

　指揮　横塚　祐衣

9 柏原中学校　（9 人）米原市立
J-BEST 〜日本を勇気づける名曲たち〜　 　郷間　幹男編曲

　

　指揮　河下　倫子

10 河南中学校　（9 人）米原市立
コパカバーナ　 B. マニロウ　作曲　本澤　なおゆき　編曲

　

　指揮　

11 米原中学校　（17 人）米原市立
銀河鉄道９９９　 タケカワ　ユキヒデ　作曲　山下　国俊　編曲

　

　指揮　澤　篤子

12 豊日中学校　（20 人）豊郷町立
ハンティンドン・セレブレーション　 P. スパーク　作曲

　

　指揮　北沢　貴史

13 五個荘中学校　（26 人）東近江市立
宝島　 和泉　宏隆　作曲　宮川　成治　編曲

　

　指揮　岡田　富士子



15 秦荘中学校　（24 人）

プログラム

愛荘町立
J-BEST'20 〜 2020 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー〜　 宮川　成治　編曲

　

　指揮　高橋　歩

5月２1日

中学校の部　ひこね市文化プラザ

16 甲良中学校　（4 人）甲良町立
ギブ・リミックス〜スタジオジブリの世界〜　 久石　譲　作曲　高橋　宏樹　編曲

　

　指揮　室　忠佑

17 朝桜中学校　（42 人）東近江市立
梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜　 福島　弘和　作曲

　

　指揮　石田　実果

18 能登川中学校　（49 人）東近江市立
魔女の宅急便コレクション　 久石　譲・荒井　由実　作曲　福田　洋介　編曲

　

　指揮　奥村　圭子

19 湖東中学校　（18 人）東近江市立
正解　 野田　洋次郎　作曲　郷間　幹男　編曲

　

　指揮　松谷　明穂

20 聖徳中学校　（33 人）東近江市立
Let's　Swing ！！　 E. リース、L. プリマ　作曲　山里　佐和子　編曲

　

　指揮　勝見　聡子

21 愛東中学校　（13 人）東近江市立
銀河鉄道 999　 タケカワユキヒデ　作曲　宮川　成治　編曲

　

　指揮　北脇　百夏

22 船岡中学校　（12 人）東近江市立
学園天国　
メイク・ハー・マイン

井上　忠夫　作曲　山下　国俊　編曲
E. リース　作曲　郷間　幹男　編曲

　指揮　木戸　春那

23 玉園中学校　（20 人）東近江市立
さくらのうた　
ただ君に晴れ

福田　洋介　作曲
　n-buna　作曲　宮川　成治　編曲

　指揮　鈴木　邦栄

24 高月中学校　（12 人）長浜市立
紅蓮華　
小さな恋のうた

草野　華余子　作曲　浅野　由莉　編曲
MONGOL800　作曲　小島　里美　編曲

　指揮　田中　克美

25 びわ中学校　（20 人）長浜市立
宮崎駿アニメファンタジー　 久石　譲　作曲　小島　里美　編曲

　指揮　岩田　ひとみ

26 南中学校　（26 人）長浜市立
ユーロビート・ディズニー・メドレー　 磯崎　敦博　作曲

　

　指揮　金澤　紀美江

14 愛知中学校　（41 人）愛荘町立
学園天国　
宝島

井上　忠夫　作曲　山下　国俊　編曲
和泉　宏隆　作曲　真島　俊夫　編曲

　指揮　馬場　梓美



29 西中学校　（36 人）

プログラム

長浜市立
トイズ・パレード　
I Can’ ｔ Turn You Loose   お前をはなさない

平山　雄一　作曲
O. レディング　作曲　金山　徹　編曲

　指揮　大谷　俊朗

5月２1日

中学校の部　ひこね市文化プラザ

30 湖北中学校　（12 人）長浜市立
「千と千尋の神隠し」メドレー　 久石　譲　木村　弓　作曲　小島　里美　編曲

　

　指揮　大槻　真里子

31 虎姫学園　（21 人）長浜市立
Force　of   Destiny　 L. ニーク　作曲

　指揮　米澤　玲子

32 東中学校　（21 人）長浜市立
鳥之石楠船神　 片岡　寛晶　作曲

　指揮　木谷　良平

32 東中学校　（21 人）長浜市立
ルパン三世のテーマ　 大野　雄二　作曲　山下　国俊　編曲

　

　指揮　木谷　良平

33 多賀中学校　（19 人）多賀町立
パイレーツ・オブ・カリビアン　 K. バテルト　作曲　T. リケッツ　編曲

　

　指揮　片岡　奈夕

34 滋賀県立河瀬中学校　（21 人）滋賀県立
夢への冒険　 福島　弘和　作曲

　指揮　富岡　理恵

28 北中学校　（48 人）長浜市立
馬飼野　康二　作曲　林　直樹　編曲

　

　指揮　松井　弥寿雄

27 木之本中学校　（10 人）長浜市立
夜に駆ける　 Ayase　作曲　今村　愛紀　編曲

　

　指揮　山崎容子

Ｊ -BEST　A・RA・SHI 〜 Troublemaker　




