
 

第6　0回 滋 賀 県 吹 奏 楽 祭 

 
 

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 
６月  日(金) 開演１０：００ 高等学校の部     ひこね市文化プラザ 

 
主催 滋賀県吹奏楽連盟・朝日新聞社 
後援 滋賀県教育委員会・彦根市教育委員会・守山市教育委員会・大津市教育委員会 

２０２２ 

３

彦根市

５月２０日(金) 開演１０：００ 中学校の部(南部)  守山市民ホール 



1

13:30

甲西高等学校甲西高等学校　（95人）滋賀県立

吹奏楽のための第 2 組曲　 A. リード作曲

　  

　指揮　小川　絵理　指揮　小川　絵理

プログラム ６月２日（木）

高等学校の部　１日目　

ひこね市文化プラザ

第６０回滋賀県吹奏楽祭

2

13:43

愛知高等学校愛知高等学校　（9 人）滋賀県立

エルザの大聖堂への行列　

ジブリメドレー

ワーグナー作曲　川北栄樹編曲

久石譲作曲　高橋宏樹編曲  

　指揮　上田　有香　指揮　上田　有香

3

13:56

東大津高等学校東大津高等学校　（55 人）滋賀県立

メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード　

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU

D. ドーシー他作曲　佐橋俊彦編曲

B. クルー他作曲　J. デメイ編曲  

　指揮　我孫子　卓哉　指揮　我孫子　卓哉

4

14:09

栗東高等学校栗東高等学校　（19人）滋賀県立

交響組曲【ＶＩＫＩＮＧ】より　 水色イト作曲　中村秀雄編曲

　  

　指揮　中村　秀雄　指揮　中村　秀雄

5

14:22

河瀬高等学校河瀬高等学校　（45人）滋賀県立

ミュージカル「ミス・サイゴン」より　 C.M. シェーンベルグ作曲　宍倉晃編曲

　  

　指揮　古株　洋　指揮　古株　洋

6

14:35

滋賀学園中学・高等学校滋賀学園中学・高等学校　（20人）私立

ウィークエンド・イン・ニューヨーク　 P. スパーク作曲

　  

　指揮　北川　和哉　指揮　北川　和哉

7

14:48

水口東高等学校水口東高等学校　（36 人）滋賀県立

マーチ「ブルー・スプリング」　

天国の島

鈴木雅史作曲

佐藤博昭作曲  

　指揮　村田　祥彦　指揮　村田　祥彦

8

15:01

八幡商業高等学校八幡商業高等学校　（22 人）滋賀県立

「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　伊藤　栞　指揮　伊藤　栞

株式会社大阪フォトサービス

きらめく瞬間を
未来に伝えたい。

と  　　 き

 好きなことをしている時、

 感激で胸がいっぱいになった時、

 誰もが、とってもいい顔をしています。

あなたの記念すべきその時を、あなたの素敵にきらめくその一瞬を、私達はのがしません。

未来に残す素敵な記念写真をお届けするために、いつもいっしょうけんめいの

大阪フォトサービスです。

〒 550-0023 大阪市西区千代崎２丁目 20-9
TEL. 06-6581-7005    FAX. 06-6581-7033

http://www.osakaphoto.co.jp/ 
E-mail:sales@osakaphoto.co.jp
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15

16:47

光泉カトリック高等学校光泉カトリック高等学校　（30人）私立

梁塵秘抄　熊野古道の幻想　 福島弘和作曲

  

　指揮　中野　木湖　指揮　中野　木湖

プログラム ６月２日（木）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　高等学校の部　１日目　ひこね市文化プラザ

16

17:00

虎姫高等学校虎姫高等学校　（24人）滋賀県立

J-BEST　A・RA・SHI 〜 Troublemaker　 林直樹作曲

　  

　指揮　上杉　真代　指揮　上杉　真代

9

15:29

膳所高等学校膳所高等学校　（84人）滋賀県立

プロセルピナの庭　

オーメンズ・オブ・ラブ

A・リード作曲

和泉宏隆作曲　真島俊夫編曲  

　指揮　本間　匡夫　指揮　本間　匡夫

10

15:42

大津商業高等学校大津商業高等学校　（26 人）滋賀県立

Let’s　Swing!!　 E. リース、L. プリマ作曲　山里佐和子編曲

　  

　指揮　宇野　章乃　指揮　宇野　章乃

11

15:55

堅田高等学校堅田高等学校　（23人）滋賀県立

サザエさん　

「ルパン三世」のテーマ（ROCK　VERSION)

筒美京平作曲　山里佐和子編曲

大野雄二作曲　山下国俊編曲  

　指揮　長尾　咲紀　指揮　長尾　咲紀

12

16:08

彦根総合高等学校彦根総合高等学校　（18 人）私立

ブラザービート　

勇気100％プリンセス・メドレー

Taro Ishida、クボタカイ作曲　郷間幹男編曲

馬飼野康二作曲　野崎雅久編曲 宮川成治編曲 

　指揮　手島　佳梨　指揮　手島　佳梨

13

16:21

草津東高等学校草津東高等学校　（49 人）滋賀県立

想い麗し浄瑠璃姫の雫　 樽屋雅徳作曲

　  

　指揮　廣森　典子　指揮　廣森　典子

14

16:34

長浜北高等学校長浜北高等学校　（43 人）滋賀県立

ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション　 すぎやまこういち作曲　真島俊夫編曲

　  

　指揮　松本　文音　指揮　松本　文音
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1

10:00

近江高等学校吹奏楽部近江高等学校吹奏楽部　（85人）私立

コンサートマーチ「風薫る五月に」　

私のお気に入り

ドレミの歌

保科洋作曲

R. ロジャース作曲　大竹隆文編曲

R. ロジャース作曲　星出尚志編曲 

　指揮　樋口　心　指揮　樋口　心

プログラム ６月３日（金）

高等学校の部　２日目

ひこね市文化プラザ

第６０回滋賀県吹奏楽祭

2

10:13

守山高等学校吹奏楽部守山高等学校吹奏楽部　（82人）滋賀県立

ジェネシス　

「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲

鈴木英史作曲

林大地作曲  

　指揮　須田　瑞穂　指揮　須田　瑞穂

3

10:26

八日市高等学校吹奏楽部八日市高等学校吹奏楽部　（62人）滋賀県立

風姿花伝〜秘すれば花〜　 福島弘和作曲

　  

　指揮　山川　茂　指揮　山川　茂

4

10:39

八幡高等学校吹奏楽部八幡高等学校吹奏楽部　（60人）滋賀県立

もののけ姫　 久石譲作曲　森田一浩編曲

　  

　指揮　岸　未紀　指揮　岸　未紀

5

10:52

玉川高等学校吹奏楽部玉川高等学校吹奏楽部　（56人）滋賀県立

バロック・ホウダウン　

シング シング シング

J. ペリー &G. キングスレイ作曲　P. ラベンダー編曲

L. プリマ作曲　岩井直溥編曲  

　指揮　鳥濱　敏昭　指揮　鳥濱　敏昭

6

11:05

彦根東高等学校吹奏楽部彦根東高等学校吹奏楽部　（43人）滋賀県立

マーチ「ブルー・スプリング」　

ディスコ・キッド

鈴木雅史作曲

東海林修作曲  

　指揮　桂　秀雄　指揮　桂　秀雄

7

11:33

滋賀短期大学附属高等学校吹奏楽部滋賀短期大学附属高等学校吹奏楽部　（28人）私立

ドラえもん　

ウィーアー！

星野源，菊池俊輔作曲　宮川成治編曲

田中公平作曲　宮川成治編曲  

　指揮　岡村　祐希　指揮　岡村　祐希

8

11:46

彦根翔西館高等学校吹奏楽部彦根翔西館高等学校吹奏楽部　（26人）滋賀県立

崖の上のポニョ　

昭和アイドルコレクション

久石譲作曲　佐藤博昭編曲

　郷間幹雄編曲  

　指揮　荻田　真道　指揮　荻田　真道

9

11:59

幸福の科学学園関西中学校・高等学校吹奏楽部幸福の科学学園関西中学校・高等学校吹奏楽部　（18人）私立

百年祭　 福島弘和作曲

　  

　指揮　坂本　誠　指揮　坂本　誠

10

12:12

守山北高等学校吹奏楽部守山北高等学校吹奏楽部　（10人）滋賀県立

銀河鉄道 999　

Universe

タケカワユキヒデ作曲　宮川成治編曲

藤原聡作曲　小島里美編曲  

　指揮　塩見　祐生　指揮　塩見　祐生

11

12:25

草津高等学校吹奏楽部草津高等学校吹奏楽部　（8人）滋賀県立

春の扉　 山下祐加作曲

　  

　指揮　福西　洋一　指揮　福西　洋一

12

12:38

瀬田工業高等学校吹奏楽部瀬田工業高等学校吹奏楽部　（4 人）滋賀県立

テルプシコーレ　 M. プレトリウス作曲

　  

　指揮　井口 憲一　指揮　井口 憲一
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15

14:17

近江兄弟社高等学校吹奏楽部近江兄弟社高等学校吹奏楽部　（75人）私立

マードックからの最後の手紙（２０２１年版）　 樽屋雅徳作曲

　  

　指揮　西村　賢介　指揮　西村　賢介

プログラム ６月３日（金）

第６０回滋賀県吹奏楽祭　高等学校の部２日目　ひこね市文化プラザ

16

14:30

立命館守山高等学校吹奏楽部立命館守山高等学校吹奏楽部　（68人）私立

ドラえもんの歌

ドラえもん

夢を叶えてドラえもん

オーメンズオブラブ

菊池俊輔作曲　山里佐和子編曲

星野源作曲　宮川成治　編曲

黒須克彦作曲　本澤なおゆき編曲

和泉宏隆作曲  

　指揮　曽根　威志　指揮　曽根　威志

17

14:43

米原高等学校吹奏楽部米原高等学校吹奏楽部　（53人）滋賀県立

エンジェル・イン・ザ・ダーク　 田村修平作曲

　  

　指揮　市橋　智昭　指揮　市橋　智昭

18

14:56

比叡山高等学校吹奏楽委員会比叡山高等学校吹奏楽委員会　（48人）私立

風になりたい　

アナザー・デイ・オブ・サン

宮沢和史作曲　小島里美編曲

J. ハーウィッツ作曲　辻峰拓編曲  

　指揮　田中　恵美　指揮　田中　恵美

19

15:24

国際情報高等学校吹奏楽部国際情報高等学校吹奏楽部　（29人）滋賀県立

コンサートマーチ「風薫る五月に」　

吹奏楽のための狂詩曲　〜九頭竜大神の伝説による < 小編成版 > 〜

保科洋作曲

近藤礼隆作曲  

　指揮　長　良久　指揮　長　良久

20

15:37

石部高等学校吹奏楽部石部高等学校吹奏楽部　（27人）滋賀県立

スターラブレイション　

Get It On　〜黒い炎〜

ふるっぺ作曲　郷間幹男編曲

B. チェイス作曲　郷間幹男編曲  

　指揮　鳥濱　敏昭　指揮　鳥濱　敏昭

21

15:50

高島高等学校吹奏楽部高島高等学校吹奏楽部　（20人）滋賀県立

紅蓮華　

フライングゲット

草野華余子作曲　波田野直彦編曲

すみだしんや作曲　山里佐和子編曲  

　指揮　柴田　一人　指揮　柴田　一人

22

16:03

伊香高等学校吹奏楽部伊香高等学校吹奏楽部　（11人）滋賀県立

Cry　Baby　

RPG

藤原聡作曲　本澤なおゆき編曲

Fukase 作曲　山下国俊編曲  

23

16:16

水口高等学校吹奏楽部水口高等学校吹奏楽部　（8人）滋賀県立

アントワープ賛歌　

小さな恋のうた

J. ヴァンデルロースト作曲

MONGOL800 作曲　小島里美編曲  

　指揮　田邉　嘉子　指揮　田邉　嘉子

24

16:29

安曇川高等学校吹奏楽部安曇川高等学校吹奏楽部　（5人）滋賀県立

糸　

Happiness

中島みゆき作曲　浅野由莉編曲

岡田実音作曲　佐藤博昭編曲  

　指揮　玉利　大希　指揮　玉利　大希

13

13:51

大津高等学校吹奏楽部大津高等学校吹奏楽部　（95人）滋賀県立

スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠しより》　 久石譲、木村弓作曲　森田一浩編曲

　  

　指揮　藤井　京介　指揮　藤井　京介

14

14:04

石山高等学校吹奏楽部石山高等学校吹奏楽部　（84人）滋賀県立

リバーダンス　 B. ウィーラン作曲　建部知弘編曲

　  

　指揮　東野　慧　指揮　東野　慧
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