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５月１９」日(木) 開演１１：００ 中学校の部(南部)  守山市民ホール 

５月２０日(金) 開演１０：００ 中学校の部(北部)  ひこね市文化プラザ 
６月 ２ 日(木) 開演１３：３０ 高等学校の部     ひこね市文化プラザ 
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1 守山中学校守山中学校　（34 人）守山市立

J-BEST'21 ～ 2021 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　谷　香保里　指揮　谷　香保里

2 玉川中学校玉川中学校　（30 人）草津市立

式典のための行進曲「栄光をたたえて」　

リトル・マーメイド・メドレー

内藤淳一作曲

A. メンケン作曲　浅野由莉編曲

　指揮　平野　恵　指揮　平野　恵

3 青山中学校青山中学校　（25 人）大津市立

マーチ「ブルー・スプリング」　

J-BEST’20 ～ 2020 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー～

鈴木雅史作曲

郷間幹男編曲

　指揮　小幡　千尋　指揮　小幡　千尋

4 松原中学校松原中学校　（21 人）草津市立

ジェネシス　

名探偵コナンメインテーマ

鈴木英史作曲

大野克夫作曲　山下国俊編曲

　指揮　西浦　多恵　指揮　西浦　多恵

5 皇子山中学校皇子山中学校　（20人）大津市立

故郷　

ブラジル

岡野貞一作曲　立田浩介編曲

A. バロッソ作曲　下田和輝編曲

　指揮　齊藤　笑七　指揮　齊藤　笑七

6 北大路中学校北大路中学校　（20人）大津市立

アヴェ・マリア　

負けないで

F. シューベルト作曲　星出尚志編曲

織田哲郎作曲　金山　徹編曲

　指揮　小幡　理　指揮　小幡　理

7 比叡山中学校比叡山中学校　（17人）私立

ディスコパーティⅡ　 P. ベロッテ他作曲　天野正道編曲

　

　指揮　髙木　美和　指揮　髙木　美和

8 高島中学校高島中学校　（15 人）高島市立

RPG　 Fukase 作曲　下田和輝編曲

　

　指揮　岩田　知美　指揮　岩田　知美

9 新堂中学校新堂中学校　（15 人）草津市立

名探偵コナンメインテーマ　

ルパン三世のテーマ

大野克夫作曲　宮川成治編曲

大野雄二作曲　星出尚志編曲

　指揮　後藤　愛子　指揮　後藤　愛子

10 石山中学校石山中学校　（11 人）大津市立

猫　

J-BEST'21 ～ 2021 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー～

あいみょん作曲　郷間幹男編曲

　宮川成治編曲

　指揮　辰巳　優子　指揮　辰巳　優子

11 日野中学校日野中学校　（27 人）日野町立

銀河鉄道 999　

君の瞳に恋してる

タケカワユキヒデ作曲　小島里美編曲

B. クルー他作曲　山下国俊編曲

　指揮　角　敦子　指揮　角　敦子

12 葉山中学校葉山中学校　（22 人）栗東市立

三つの花ことば　 酒井　格作曲

　

　指揮　鳥濱　敏明　指揮　鳥濱　敏明

13 八幡西中学校八幡西中学校　（20人）近江八幡市立

明日も　

負けないで

宮崎朝子作曲　宮川成治編曲

織田哲郎作曲　小島里美編曲

　指揮　山井　美輪　指揮　山井　美輪



プログラム 5 月１９日（木）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　中学校の部　南部地区１日目　守山市民ホール
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15 真野中学校真野中学校　（17 人）大津市立

アラジン・メドレー　 A. メンケン作曲　郷間幹男編曲

　

　指揮　野殿美由紀　指揮　野殿美由紀

16 甲西北中学校甲西北中学校　（16人）湖南市立

ディズニープリンセスメドレー　 A. メンケン作曲　鈴木英史編曲

　指揮　伴能　早紀　指揮　伴能　早紀

17 信楽中学校信楽中学校　（17 人）甲賀市立

マカーム・ダンス　～ウインド・アンサンブルのために～　 片岡寛晶作曲

　

　指揮　大村　智規　指揮　大村　智規

18 安曇川中学校安曇川中学校　（15人）高島市立

学園天国　

負けないで

井上忠夫作曲　山下国俊編曲

織田哲郎作曲　小島里美編曲

　指揮　澤　裕子　指揮　澤　裕子

19 甲賀中学校甲賀中学校　（18 人）甲賀市立

虹　

残酷な天使のテーゼ

石崎ひゅーい作曲　郷間幹男編曲

佐藤英敏作曲　山下国俊編曲

　指揮　山本千恵子　指揮　山本千恵子

20 水口東中学校水口東中学校　（20人）滋賀県立

魔女の宅急便メドレー　 荒井由実作曲　浅野由莉編曲

　

　指揮　村田　祥彦　指揮　村田　祥彦

21 甲西中学校甲西中学校　（21 人）湖南市立

ジブリ・ソングス　 久石譲作曲　宮川成治編曲

　

　指揮　西澤まどか　指揮　西澤まどか

22 唐崎中学校唐崎中学校　（24 人）大津市立

アンダー・ザ・シー　 A. メンケン作曲　J. ノヴァク編曲

　

　指揮　浜村未来子　指揮　浜村未来子

23 守山北中学校守山北中学校　（29人）守山市立

マーチ「ブルー・スプリング」　 鈴木雅史作曲

　

　指揮　淺野　智子　指揮　淺野　智子

24 日吉中学校日吉中学校　（51 人）大津市立

マーチ「ブルー・スプリング」　

カイト

鈴木雅史作曲

米津玄師作曲　郷間幹男編曲

　指揮　森　美幸　指揮　森　美幸

25 栗東西中学校栗東西中学校　（57人）栗東市立

YOASOBI メドレー　

初心 LOVE

Ayase 作曲　郷間幹男編曲

栗原暁他作曲　郷間幹男編曲

　指揮　木村　匠　指揮　木村　匠

26 守山南中学校守山南中学校　（67人）守山市立

リヴァーダンス　 B. ウィーラン作曲　建部知弘編曲

　

　指揮　澤田　彩加　指揮　澤田　彩加

14 安土中学校安土中学校　（20 人）近江八幡市立

ピースサイン　

ディズニー・マジカル・マーチ

米津玄師作曲　宮川成治編曲

E. オスタリング編曲

　指揮　安岡　郁弥　指揮　安岡　郁弥



1 高穂中学校高穂中学校　（53 人）草津市立

銀河鉄道９９９　

マーチ「ブルー・スプリング」

初心 LOVE

タケカワユキヒデ作曲　三浦秀秋編曲

鈴木雅史作曲

栗原暁他作曲　郷間幹男編曲

　指揮　田中　梨沙　指揮　田中　梨沙

プログラム 5 月２０日（金）

中学校の部　南部地区２日目

　守山市民ホール

第６０回滋賀県吹奏楽祭

2 志賀中学校志賀中学校　（46 人）大津市立

勇気 100％　

ケルト民謡による組曲

馬飼野康二作曲　野崎雅久編曲

建部知弘編曲

　指揮　草川　弘幸　指揮　草川　弘幸

3 滋賀大学教育学部附属中学校滋賀大学教育学部附属中学校　（41人）国立大学法人

「アラジン」メドレー　

RPG

A. メンケン作曲　P. ジェニングズ編曲

Fukase 作曲　宮川成治編曲

　指揮　髙月　道代　指揮　髙月　道代

4 粟津中学校粟津中学校　（35 人）大津市立

アラジン・メドレー　 A. メンケン作曲　郷間幹男編曲

　　

　指揮　辻　和江　指揮　辻　和江

5 甲南中学校甲南中学校　（33 人）甲賀市立

情熱大陸コレクション　 葉加瀬太郎作曲　石毛里佳編曲

　　

　指揮　中嶋　民男　指揮　中嶋　民男

6 南郷中学校南郷中学校　（32 人）大津市立

J-BEST'21 ～ 2021 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　平松　多世　指揮　平松　多世

7 中主中学校中主中学校　（28 人）野洲市立

U　

宝島

常田大希作曲　宮川成治編曲

和泉宏隆作曲　宮川成治編曲

　指揮　西條　直子　指揮　西條　直子

8 野洲北中学校野洲北中学校　（25人）野洲市立

嵐の中へ　 R.W. スミス作曲

　　

　指揮　前川　和輝　指揮　前川　和輝

9 今津中学校今津中学校　（17 人）高島市立

ブレントウッド・パス序曲　

銀河鉄道 999

J. ウィリアムズ作曲

タケカワユキヒデ作曲　宮川成治編曲

　指揮　建部やよい　指揮　建部やよい

10 湖西中学校湖西中学校　（14 人）高島市立

フラワー・クラウン　 和田直也作曲

　　

　指揮　西尾　拓也　指揮　西尾　拓也

11 田上中学校田上中学校　（13 人）大津市立

プリンセス・メドレー　 A. メンケン作曲　宮川成治編曲

　　

　指揮　小林　直子　指揮　小林　直子

12 瀬田北中学校瀬田北中学校　（48人）大津市立

民衆を導く自由の女神　 樽屋雅徳作曲

　　

　指揮　坂本　若菜　指揮　坂本　若菜
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15 仰木中学校仰木中学校　（35 人）大津市立

レ・ミゼラブルハイライト　 C.M. シェーンベルク作曲　J. ヴィンソン編曲

　　

　指揮　山本　香子　指揮　山本　香子

プログラム 5 月２０日（金）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　中学校の部　南部地区２日目　守山市民ホール

16 八幡東中学校八幡東中学校　（32人）近江八幡市立

Mela!　

J-BEST'21 ～ 2021 年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレー～

peppe ／穴見真吾作曲　郷間幹男編曲

宮川成治編曲

　指揮　　指揮　安原響太郎

17 近江兄弟社中学校近江兄弟社中学校　（30 人）私立

パイレーツ・オブ・カリビアン　 K. バデルト作曲　T. リケッツ編曲

　　

　指揮　大橋　理恵　指揮　大橋　理恵

18 石部中学校石部中学校　（26 人）湖南市立

make you happy　 H.S.Lee/J.Y.Park 作曲

　　

　指揮　橘　崇志　指揮　橘　崇志

19 城山中学校城山中学校　（22 人）甲賀市立

アルデバラン　

風のプロフィール

森山直太朗作曲　郷間幹男編曲

NARGO 作曲　郷間幹男編曲

　指揮　市野　知子　指揮　市野　知子

20 竜王中学校竜王中学校　（17 人）竜王町立

カイト　

ぷれりゅーど

米津玄師作曲　郷間幹男編曲

八木澤教司作曲

　指揮　成田　彩　指揮　成田　彩

21 堅田中学校堅田中学校　（16 人）大津市立

ファミリーアニメ・コレクション　 宮川成治編曲

　　

　指揮　槙野　朝子　指揮　槙野　朝子

22 土山中学校土山中学校　（4 人）甲賀市立

driving strange attractor　 對馬　樹作曲

　　

　指揮　西田麻里子　指揮　西田麻里子

23 日枝中学校日枝中学校　（25 人）湖南市立

名探偵コナンメインテーマ　 大野克夫作曲　宮川成治編曲

　　

　指揮　谷口　縁　指揮　谷口　縁

24 水口中学校水口中学校　（25 人）甲賀市立

柳絮の舞　 福島弘和作曲

　　

　指揮　中村　周子　指揮　中村　周子

25 栗東中学校栗東中学校　（29 人）栗東市立

アンダー・ザ・シー　

Paradise Has No Border

A. メンケン作曲　辻　峰拓編曲

NARGO 作曲　宮川成治編曲

　指揮　中野　頼子　指揮　中野　頼子

26 草津中学校草津中学校　（32 人）草津市立

マーチ「ブルー・スプリング」　

Mela!

鈴木雅史作曲

peppe ／穴見真吾作曲　郷間幹男編曲

　指揮　奥山　有紀　指揮　奥山　有紀

13 打出中学校打出中学校　（46 人）大津市立

セドナ　 S. ライニキー作曲

　　

　指揮　生野　智美　指揮　生野　智美

14 老上中学校老上中学校　（39 人）草津市立

リトル・マーメイド・メドレー　 A. メンケン作曲　星出尚志編曲

　　

　指揮　安川　健治　指揮　安川　健治
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29 野洲中学校野洲中学校　（45 人）野洲市立

ジェネシス　

YOASOBI メドレー

鈴木英史作曲

Ayase 作曲　郷間幹男編曲

　指揮　馬場　泰介　指揮　馬場　泰介

プログラム 5 月２０日（金）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　中学校の部　南部地区２日目　守山市民ホール

30 瀬田中学校瀬田中学校　（47 人）大津市立

カントリーロード in Swing　

Paradise Has No Border

J. デンバー他作曲　黒川圭一編曲

NARGO 作曲　宮川成治編曲

　指揮　柴原　郁美　指揮　柴原　郁美

31 明富中学校明富中学校　（54 人）守山市立

プリンセスメドレー　 A. メンケン作曲　宮川成治編曲

　　

　指揮　大西　巧真　指揮　大西　巧真

27 守山中学校守山中学校　（33 人）滋賀県立

ジェネシス　

交響詩曲「西遊記」

鈴木英史作曲

福島弘和作曲

　指揮　須田　瑞穂　指揮　須田　瑞穂

28 立命館守山中学校立命館守山中学校　（35 人）私立

ジブリ・メドレー【森編】　 久石譲他作曲　星出尚志編曲

　　

　指揮　武藤　希帆　指揮　武藤　希帆
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1 南中学校南中学校　（40人）彦根市立

風になりたい　

アンダー・ザ・シー

宮沢和史作曲　宮川成治編曲

A. メンケン作曲　辻峰拓編曲

　指揮　柴田　麻衣　指揮　柴田　麻衣

プログラム 5 月２０日（金）

中学校の部　北部地区

ひこね市文化プラザ

第６０回滋賀県吹奏楽祭

2 東中学校東中学校　（35人）彦根市立

ノーダウト　

Let's Swing!

藤原聡作曲　郷間幹男編曲

E. リース、L. プリマ作曲　山里佐和子編曲

　指揮　中村　主志　指揮　中村　主志

3 西中学校西中学校　（31人）彦根市立

オーメンズ・オブ・ラヴ　 和泉宏隆作曲　宮川成治編曲

　

　指揮　川島早哉香　指揮　川島早哉香

4 中央中学校中央中学校　（20 人）彦根市立

魔女の宅急便コレクション　 久石譲作曲　福田洋介編曲

　

　指揮　豊田　有理　指揮　豊田　有理

5 彦根中学校彦根中学校　（18 人）彦根市立

ノーマル・マーチ　

アラジン・メドレー

H. ベネット作曲

A. メンケン作曲　郷間幹男編曲

　指揮　田中　大介　指揮　田中　大介

6 稲枝中学校稲枝中学校　（17 人）彦根市立

シリウス～煌めく星～　 福島弘和作曲

　

　指揮　北川　直子　指揮　北川　直子

7 鳥居本中学校鳥居本中学校　（11人）彦根市立

ノーダウト　

アンダー・ザ・シー

藤原聡作曲　郷間幹男編曲

A. メンケン作曲　浅野由莉編曲

　指揮　村山　杏奈　指揮　村山　杏奈

8 河南中学校河南中学校　（3人）米原市立

マカリッシュ・ソフィア　～ 3 人のフレキシブルアンサンブルのために　 片岡寛晶作曲

　

　指揮　長田　真季　指揮　長田　真季

9 柏原中学校柏原中学校　（9人）米原市立

ジブリ・メドレー　 久石譲他作曲　三浦秀秋編曲

　

　指揮　河下　倫子　指揮　河下　倫子

10 多賀中学校多賀中学校　（12 人）多賀町立

残酷な天使のテーゼ　

ディズニーランド・セレブレーション

佐藤英敏作曲　山下国俊編曲

Various 作曲　M. ブラウン編曲

　指揮　片岡　奈夕　指揮　片岡　奈夕

11 甲良中学校甲良中学校　（13 人）甲良町立

Official 髭男 dism メドレー　 藤原聡作曲　宮川成治編曲

　

　指揮　日向　宣広　指揮　日向　宣広

12 秦荘中学校秦荘中学校　（14 人）愛荘町立

パイレーツオブカリビアン　 K. バデルト作曲　M. ブラウン編曲

　

　指揮　髙橋　歩　指揮　髙橋　歩
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15 米原中学校米原中学校　（25 人）米原市立

魔女の宅急便メドレー　 久石譲他作曲　浅野由莉編曲

　

　指揮　横塚　祐衣　指揮　横塚　祐衣

プログラム 5 月２０日（金）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　中学校の部　北部地区　ひこね市文化プラザ

16 五個荘中学校五個荘中学校　（27人）東近江市立

いのちの歌　

ヤングマン（Y・M・C・A)

村松崇継作曲　郷間幹男編曲

J. モラリ作曲　宮川成治編曲

　指揮　岡田富士子　指揮　岡田富士子

17 愛知中学校愛知中学校　（28 人）愛荘町立

Happiness　

RPG

岡田実音作曲　佐藤博昭編曲

Fukase 作曲　佐藤博昭編曲

　指揮　都築　静香　指揮　都築　静香

18 聖徳中学校聖徳中学校　（28 人）東近江市立

名探偵コナンメインテーマ　

サーカスハットマーチ

大野克夫作曲　宮川成治編曲

奥本伴在作曲

　指揮　平田奈津美　指揮　平田奈津美

19 西中学校西中学校　（31人）長浜市立

マーチ「ブルー・スプリング」　

Make Her Mine  -in Swing-

鈴木雅史作曲 E. リース作曲

　福田洋介＆郷間幹男編曲

　指揮　大谷　俊朗　指揮　大谷　俊朗

20 北中学校北中学校　（32人）長浜市立

日本を勇気づける名曲メドレー　 KAN 作曲　宮川成治編曲

　

　指揮　松井弥寿雄　指揮　松井弥寿雄

21 朝桜中学校朝桜中学校　（32 人）東近江市立

交響組曲 パイレーツ・オブ・カリビアン～呪われた海賊たち K. バデルト作曲　JOHNWASSON 編曲

　

　指揮　鈴木　邦栄　指揮　鈴木　邦栄

22 南中学校南中学校　（33人）長浜市立

マーチ「ブルー・スプリング」　

ユーロビート・ディズニー・メドレー

鈴木雅史作曲

　磯崎敦博編曲

　指揮　三輪　玲奈　指揮　三輪　玲奈

23 能登川中学校能登川中学校　（39人）東近江市立

宇宙戦艦ヤマト　

Paradise Has No Border

宮川泰作曲　宮川彬良編曲

NARGO 作曲　宮川成治編曲

　指揮　奥村　圭子　指揮　奥村　圭子

24 東中学校東中学校　（38人）長浜市立

ジェネシス　

歌劇「マノン・レスコー」より

鈴木英史作曲

G. プッチーニ作曲　宍倉晃編曲

　指揮　木谷　良平　指揮　木谷　良平

25 木之本中学校木之本中学校　（9 人）長浜市立

スター・ファンタジー　 後藤洋作曲

　

　指揮　山﨑　容子　指揮　山﨑　容子

26 湖北中学校湖北中学校　（10 人）長浜市立

虹　

初心LOVE

石崎ひゅーい作曲　郷間幹男編曲

栗原暁、久保田真悟作曲　郷間幹男編曲

　指揮　菅原　由依　指揮　菅原　由依

13 豊日中学校豊日中学校　（15 人）豊郷町立

月の歌　

ユーロビート・ディズニー・メドレー

ウクライナ民謡　杉浦邦弘編曲

　磯崎敦博編曲

　指揮　北沢　貴史　指揮　北沢　貴史

14 双葉中学校双葉中学校　（19 人）米原市立

初心 LOVE　

魔女の宅急便メドレー

栗原暁他作曲　郷間幹男編曲

久石譲作曲　浅野由莉編曲

　指揮　荒尾　淳美　指揮　荒尾　淳美



29 高月中学校高月中学校　（16 人）長浜市立

キセキ　

小さな恋のうた

GReeeeN 作曲　本澤なおゆき編曲

MONGOL800 作曲　本澤なおゆき編曲

　指揮　田中　克美　指揮　田中　克美

プログラム 5 月２０日（金）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　中学校の部　北部地区　ひこね市文化プラザ

30 玉園中学校玉園中学校　（17 人）東近江市立

怪物　

Official髭男dismメドレー

Ayase 作曲　郷間幹男編曲

藤原　聡作曲　宮川成治編曲

　指揮　山岡　奈那　指揮　山岡　奈那

31 河瀬中学校河瀬中学校　（18 人）滋賀県立

百年祭　 福島弘和作曲

　

　指揮　富岡　理恵　指揮　富岡　理恵

32 浅井中学校浅井中学校　（18 人）長浜市立

スターライト・ウインク　 髙橋伸哉作曲

　

　指揮　水森　梨那　指揮　水森　梨那

33 船岡中学校船岡中学校　（18 人）東近江市立

群青　

シュガーソングとビターステップ

Ayase 作曲　郷間幹男編曲

田淵智也作曲　西條大貴編曲

　指揮　松吉　咲季　指揮　松吉　咲季

34 湖東中学校湖東中学校　（19 人）東近江市立

Dynamite　

アンダー・ザ・シー

D. スチュワート／ J. アゴンバ作曲　佐藤博昭編曲

A. メンケン作曲　浅野由莉編曲

　指揮　松谷　明穂　指揮　松谷　明穂

35 びわ中学校びわ中学校　（22 人）長浜市立

ドラえもんのうた・ぼくドラえもん　

宝島

菊池俊輔作曲　郷間幹男編曲

和泉宏隆作曲　宮川成治編曲

　指揮　岩田ひとみ　指揮　岩田ひとみ

27 虎姫学園虎姫学園　（10人）長浜市立

限界突破×サバイバー　

Paradise　Has　No　Border

岩崎貴文作曲　郷間幹男編曲

NARGO 作曲　宮川成治編曲

　指揮　米澤　玲子　指揮　米澤　玲子

28 愛東中学校愛東中学校　（11 人）東近江市立

リメンバー・ミー　

Happiness

K.A. ロペス作曲　郷間幹男編曲

岡田実音作曲　郷間幹男編曲

　指揮　北脇　百夏　指揮　北脇　百夏
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