
会場 グループ 団体名 １曲目 ２曲目 ３曲目
⾧崎県立清峰高等学校 スーパーマリオブラザーズ キセキ 風になる
佐世保市立広田中学校 J-POP Stage Vol.1[A・RA・SHI～Monster] 学園天国
東彼杵町立彼杵中学校・波佐見町立波佐見中学校 陽はまた昇る ディズニーマーチスペクタキュラー 「１９４１」マーチ
⾧崎県立大学・⾧崎短期大学 グランド・マーチ 私のお気に入り
⾧崎県立対馬高等学校 バンドワゴン ハリーの不思議な世界
佐世保市立日宇中学校・佐世保市立小佐々中学校 ウィーアー！ Let's Swing!! まつり
⾧崎県立佐世保商業高等学校 前前前世 Let's Swing!!
グループ演奏B 暴れん坊将軍 エル・クンバンチェロ
佐世保市立清水中学校 アルルの女 第２組曲 ウィーアー！ 熱情のスペクトラム
佐世保市立日野中学校 マーチ「プロヴァンスの風」 彼こそが海賊 マーチ スターウォーズ
佐世保市立相浦中学校 セレモニアル・マーチ センチュリア アフリカン・シンフォニー
グループ演奏C 君の瞳に恋してる 宝島
アンサンブル・ゼーレ 「吟遊詩人の歌」によるソナタ 大阪の新世界 どんぐりころこロックンロール！
⾧崎南山中学校・高等学校 男を魅せろ！ＮＡＮＺＡＮヒットパレード Back to 1962！
佐世保市立崎辺中学校 オーディナリーマーチ 大地の詩
佐世保市立大野中学校 ロマネスク ど演歌えきすぷれす
グループ演奏D 未来 ルパン三世のテーマ～love pop mix～
⾧崎県立佐世保西高等学校 アルメニアン・ダンス パート１ SING SING SING
佐世保市立祇園中学校 15のハンガリー農民の歌 JIN−仁−Main Title Paradise Has No Border
⾧崎女子商業高等学校 マーチ・ザ・ナイン グリーンスリーヴス 復興支援！ザ・ヒットパレード！！
⾧崎県立佐世保北中学校・高等学校 セレブレーション（サン＝サーンスの主題による） 混声三部合唱「勇気１００％」 ジャパニーズ・グラフィティⅩⅩ ～小林亜星作品集～ 
グループ演奏A ７６本のトロンボーン ハリウッド万歳
⾧崎県立西彼杵高等学校 Buttrefly 粉雪 恋
西海市立大崎中学校・⾧崎県立大崎高等学校 南風のマーチ サンライズマーチ 天地人
⾧崎県立佐世保工業高等学校 エルザの大聖堂への行列 マーチ・ザ・ナイン
⾧崎県立⾧崎東中学校・高等学校 ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 銀河鉄道９９９
グループ演奏B エル・クンバンチェロ SING SING SING
⾧与町立⾧与中学校 みんながみんな英雄 ダイヤモンド 行進曲「K点を超えて」
佐世保市立中里中学校・西海学園高等学校 糸 ロンドンデリーの歌 情熱大陸コレクション エトピリカ～情熱大陸
国立高専機構佐世保高専 ディスコ・キッド SUN Make Her Mine -in Swing-
鎮西学院高等学校 ハリソンの夢
グループ演奏C ハンティンドン セレブレーション オーメンズ・オブ・ラブ
⾧崎県立波佐見高等学校 悲しき王宮 伝説のアイルランド
⾧崎県立佐世保南高等学校 勇者王誕生！《勇者王ガオカイガー》 カシュカシュ
佐世保市立早岐中学校 黒鷹の舞うところ ウィーアー！
⾧崎県立佐世保東翔高等学校 ロスアンジェルスオリンピックファンファーレ ルイブルジョアの賛歌による変奏曲
グループ演奏D 祈り、そして誇りを胸に 交響詩「ローマの松」より「アッピア街道の松」
⾧崎県立諫早商業高等学校 「千と千尋の神隠し」ハイライト
島原市立有明中学校 トライ・エヴリシング ３６５日の紙飛行機
⾧崎県立島原翔南高等学校 吹奏楽のための第一組曲
島原市立三会中学校 サウンドオブミュージック
雲仙市立吾妻中学校 風になりたい ３つのわらべうた
南島原市立加津佐中学校 マーチ「１０カラット」
⾧崎県立⾧崎鶴洋高等学校 ki・mi・ni・mu・chu 銀河鉄道999
諫早市北諫早中学校 JOYOUS SPRIT 君の瞳に恋してる
⾧崎市立小島中学校 Let's Swing!!
⾧崎市立梅香崎中学校 ハンティンドン セレブレーション イン・ザ・ムード
⾧崎市立土井首中学校・⾧崎市立香焼中学校・⾧崎市立小ヶ倉中学校 SING SING SING 宝島
グループ演奏B 「君の名は。」コレクション 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
雲仙市立南串中学校 PEACH 世界に一つだけの花
⾧崎県立口加高等学校 Let's Swing!! オブラディ オブラダ
⾧与町立高田中学校 管楽器と打楽器のためのセレブレーション アンダー・ザ・シー
大村市立大村中学校 Dancin'会津磐梯山 オーメンズ・オブ・ラブ
OJA A String of Pearls Moonlight Serenade Take the A train
⾧崎市立片淵中学校 ディープ・パープル・メドレー Stand Alone
⾧崎大学教育学部附属中学校 マーチ・エイプリル・メイ2012 となりのトトロ～コンサートバンドのためのセレクション～
⾧崎市立小江原中学校 栄光をたたえて SUN
⾧崎市立緑が丘中学校 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 宝島
⾧崎市立橘中学校 ポセイドンの風 前前前世
⾧崎市立滑石中学校 「オセロ」より
⾧崎市立淵中学校 上を向いて歩こう in Swing テキーラ
⾧崎市立三重中学校 名探偵コナン メインテーマ Let's Swing!!
⾧崎市立西浦上中学校 くるみ割り人形 in POPS
⾧崎市立山里中学校 アイーダ アフリカン シンフォニー
グループ演奏D アルセナール ブラジル
諫早吹奏楽団 ディズニー・メドレーⅢ
⾧与町立⾧与第二中学校 ロマネスク 天国の島
⾧崎市民吹奏楽団 花は咲く シンコペーテッド・マーチ「明日に向かって」
⾧崎日本大学高等学校 Paradise Has No Border 宝島
⾧崎県立五島高等学校 海の男たちの歌
岩屋ウインドアンサンブル Paradise Has No Border キャラバンの到着
小浜子ども園マーチングバンド 聖者の行進 展覧会の絵
小浜サウンドスマイルキッズ 茶色の小瓶 家路（「新世界」より） 
雲仙市立小浜中学校 たなばた スペイン
島原市立第一中学校 前前前世 Paradise Has No Border
雲仙市立千々石中学校・⾧崎県立小浜高等学校 SUN ビューティフル・ネーム
雲仙市立国見中学校 アレグロとインテルメッツォ 結ーゆいー
⾧崎県立諫早東高等学校 パート・オブ・ユア・ワールド A列車で行こう
雲仙市立瑞穂中学校 行進曲「士官候補生」 ルパン三世のテーマ
グループ演奏F さんぽ 小さな世界
大村市立西大村中学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション J-BEST～日本を勇気づける名曲たち～
大村市立玖島中学校 タンブリッジ序曲 ソーラン節−Rock Version−
諫早市立西諌早中学校 ホリデイ・ダンス ヤング・マン
諫早市立諫早中学校 吹奏楽のための第一組曲
⾧崎県立諫早高等学校 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
奥田学園創成館高等学校 アンティフィナーレ
グループ演奏G ウィーアー！ 恋
平井餅まんじゅう金管合奏団 エルトゥールルの奇跡 古遊戯《INISHIEYUGI》
瓊浦高等学校 ポップスマーチ「すてきな日々」 瞳～メインテーマ～
⾧崎県立⾧崎南高等学校 アイヴァンホー ペコリ・ナイト
⾧崎県立⾧崎西高等学校 たなばた
ナガサキ・ウインド・オーケストラ ドラゴンクエストによるコンサートセレクション
サムライブラスオルケスター 武士道のための序曲～道標～ 交響組曲第２番「ＧＲ」より
グループ演奏H 花は咲く エル・クンバンチェロ
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