
2015年度吹奏楽祭（諫早会場） 2016.1.16～17
諫早文化会館

グループ 団体名 1曲目 2曲目 3曲目
長崎県立西陵高等学校 星条旗 ソーラン・ファンク
長崎県立長崎北陽台高等学校 シェイクスピア・ピクチャーズ
長崎県立大村高等学校 ジュラシックパークサウンドトラックハイライト

島原市立第一中学校 ディズニー・プリンセス・メドレー

時津町立時津中学校 アルセナール 君の瞳に恋してる
長崎市立三重中学校 ハナミズキ ミッキーマウス・マーチ
長崎県立諫早商業高等学校 マードックからの最後の手紙
長崎県立口加高等学校 「千と千尋の神隠し」Highlights
島原市立有明中学校 小組曲 君に出会えたから
長崎市立土井首中学校 Let's　Swing！！ あとひとつ
南島原市立加津佐中学校 スプリングフィールド 青春の輝き
雲仙市立南串中学校 さくらんぼ Happiness PEACH
長崎県立五島高等学校 シェリーに口づけ スパイ大作戦のテーマ
長崎市立片淵中学校 マタドール・ファンタジー～カルメン「闘牛士の歌」による～ ヤングマン【Y.M.C.A】
長崎市立橘中学校 伝説のアイルランド 終わらない歌
長崎市立淵中学校 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」よりメインテーマ あったかいんだからぁ
長崎市立小島中学校 マナティーリリック序曲 カーニバルのマーチ２０１１
長崎市立滑石中学校 セイント・アンソニーヴァリエーション

長崎市立山里中学校 イーストコーストの風景
長崎市立西浦上中学校 運動会コレクション～吹走楽の為の～

グループB　演奏 パパはマンボがお好き
諫早市立北諫早中学校 祝典のための序曲 ステップ・バイ・ステップ
諫早市立諫早中学校 「モンスターハンター」より 残酷な天使のテーゼ
雲仙市立国見中学校 「Mr．インクレディブル」メドレー 愛を叫べ
諫早市立西諫早中学校 ディズニー　アット　ザ　ムービーズ 君の瞳に恋してる
長与町立長与第二中学校 K点を越えて CENTURIA　Overture　For　Band
奥田学園創成館高等学校 交響組曲「STAR　WARS」EPISODE１

グループC　演奏 SUPER MARIO BROS.
岩屋ウインドアンサンブル ザ・ミッドナイト・サン・ウィル・ネバー・セット L-O-V-E テキーラ
平井餅まんじゅう金管合奏団 応天門炎上 ひまわりの約束
長崎大学教育学部附属中学校 行進曲「マリーン・シティ」２０１２ ホープタウンの休日
サムライブラスオルケスター シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 スターパズルマーチ
長崎日本大学高等学校 シンデレラ・メドレー ヤングマン【Y.M.C.A】
長崎県立長崎東中・高等学校 第六の幸福をもたらす宿
グループD　演奏 アルセナール
長崎県立長崎鶴洋高等学校 センチュリア 名探偵コナンメインテーマ
長崎市立緑が丘中学校 ヴィヴァ・イタリア！ 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽 風になりたい
長崎市立梅香崎中学校 小組曲 ルパン三世のテーマ　～Brass　Collection　Ver.～

長崎県立長崎西高等学校 シェイカー・ハイツ・ファンタジー

長崎県立長崎南高等学校 朝鮮民謡の主題による変奏曲 Pecori　Night
グループE　演奏 国体記念行進曲 Hey和
小浜こども園マーチングバンド 聖者の行進 よろこびのうた（第九交響曲より）
長崎県立諫早東高等学校 フラワークラウン 銀河鉄道９９９
長与町立長与中学校 マーチ「ブルースカイ」 愛を叫べ
長崎市民吹奏楽団 カンタベリー・コラール

 雲仙市立小浜中学校小浜サウンドスマイルキッズ セレブレーション 家路 ドレミの歌
長崎県立小浜高等学校 風になりたい ブラボーブラス
グループF　演奏 アフリカンシンフォニー さんぽ
アンサンブル・ゼーレ ルパン三世のテーマ’７８ カーペンターズメドレー 長崎は今日も雨だった

大村市立玖島中学校 時の流れ ソーラン節－Rock　Version－
諫早吹奏楽団 80日間世界一周 ニュー・シネマ・パラダイス
長崎県立諫早高等学校 歌劇「トゥーランドット」より
ナガサキ・ウインド・オーケストラ アニメヒーロー大集合！
鎮西学院高等学校 コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー

グループG　演奏 パパはマンボがお好き メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード

長崎市被爆70周年記念演奏 クスノキ
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2015年度吹奏楽祭（佐世保会場） 2016.1.16～17
佐世保市民会館

グループ 団体名 １曲目 ２曲目 ３/４曲目
長崎県立川棚高等学校（単独） 「ハウルの動く城」ファンタジー
長崎県立清峰高等学校（単独） 「千と千尋の神隠し」メドレー サザエさん　ア・ラ・カルト
長崎県立大学佐世保校(単独） ラプソディック　エピソード ピンク・レディー・メドレー
佐世保市立日野中学校 南風のマーチ J-pop　Stage　Vol.１０　スタジオジブリ名曲集

佐世保市立大野中学校 がむしゃら行進曲 ど演歌えきすぷれす
国立高専機構佐世保高専 ヒカレ シンクロBON－BA－YE Make Her Mine -in Swing-
グループB　演奏 ようかい体操第一 アルセナール
長崎県立西彼杵高等学校 アンダー・ザ・シー ルパン三世　’８０ 銀河鉄道９９９
西海市立大崎中学校・長崎県立大崎高等学校 行進曲「希望の空」 吹奏楽のための「風之舞」
佐世保市立清水中学校 歌劇「カバレリア＝ルスティカーナ｣間奏曲 GUTS! 小さな恋の歌/私以外私じゃないの

佐世保市立相浦中学校 セレモニアル・マーチ ロマネスク ルパン三世のテーマ～BrassCollectionVer.～

グループC　演奏 J-pop　stage　vol.１４【SEKAI NO OWARI編】

佐世保市立崎辺中学校 天国の島 ライジングサン
佐世保市立日宇中学校 彼こそが海賊 リトル・マーメイド・メドレー
波佐見町立波佐見中学校　東彼杵町立彼杵中学校 序曲「バラの謝肉祭」 アップル・マーチ
長崎県立佐世保南高等学校 ファンファーレ　アンド　ヒム　オブ　セレブレーション 道（EXILE) ストーリー（AI)
グループD　演奏 「もののけ姫」セレクション エル・クンバンチェロ
佐世保市立小佐々中学校 学園天国 ファースト　ラヴ フラワー・クラウン
長崎南山中学校・高等学校 男を魅せろ！NANZANヒットパレード！
長崎県立対馬高等学校 Merry ChristBassooooOn！ 風紋
長崎県立佐世保西高等学校 大草原の歌 交響組曲　パイレーツ・オブ・カリビアン マンボのビート
グループA　演奏 セドナ 宝島
佐世保市立愛宕中学校 オブラディ・オブラダ 2015上半期ヒットメドレーより 夕日メドレー
佐世保市立中里中学校　西海学園高等学校 ゲゲゲの鬼太郎Funk　Ver. 映画「ハウルの動く城」テーマ人生のメリーゴーランド ディズニーランドセレブレーション

長崎女子商業高等学校 76本のトロンボーン 陽はまた昇る ルパン・スペシャル
グループB　演奏 シンコペーテッド・クロック GUTS!
佐世保市立早岐中学校 海の男達の歌 学園天国
長崎県立佐世保工業高等学校 エルザの大聖堂への行列 シング　シング　シング
長崎県立佐世保東翔高等学校 華麗なる舞曲
グループC　演奏 祈り、そして誇りを胸に ディスコキッド
佐世保市立祇園中学校 天空の城ラピュタセレクション レッツ　スイング！！
長崎県立波佐見高等学校 序曲　切支丹の時代 波佐見高校野球応援メドレー
長崎県立佐世保北中学校・高等学校  サクソフォンとバンドのための”青春の輝き”～カーペンターズ永遠のレパートリーより～ フェスティバル　ヴァリエーション

長崎市被爆70周年記念演奏 クスノキ
グループD　演奏 吹奏楽のための第1組曲より第１、第３楽章 オーメンズ・オブ・ラブ
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