
       平成21年度　第22回　愛知県マーチング大会　プログラム

＜中学校ニューカマー部門＞

〔１〕 名古屋市

汐路中学校 　　曲目：マーチング　パワー
　　       ザ・サウンド・オブ・ミュージック

加藤政広　作曲
R.ロジャーズ　作曲　　森田一浩・磯崎敦博　編曲

　　ドラムメジャー　　小笠原風花　　　　指導者　　玉谷　敏弘

〔２〕 犬山市 《犬南ターガーズ》

犬山南部中学校 　　曲目：フライングタイガーズ D.シェイファー　作曲

　　ドラムメジャー　　長谷川加奈　　　　指導者　　鈴木　雅彦

＜中学校パレードコンテスト部門＞

〔１〕 甚目寺町 《NEVER GIVE UP 2009》

南中学校 　　曲目：マーチ「青空と太陽」
　　　　　　GO WEST!

藤代敏裕　作曲
E.バーンスタイン/E.モリコーネ他作曲　R.フォード　編曲

　　ドラムメジャー　　藤田ちさと 　　　　指導者　　加藤　優子　　

〔２〕 名古屋市 《ビッグノイズ　フロム　NANYO!》

南陽中学校 　　曲目：スカイ　アドベンチャー
　　　　　 ビッグ ノイズ　フロム ウィネット

阿佐美圭祐　作曲
B.ハガート/ R.ボーダク　作曲　R.W.スミス　編曲

　　ドラムメジャー　　安江　千夏　　　　指導者　伊藤　佑樹　　

〔３〕 名古屋市 《We Love Music !》

港南中学校 　　曲目：アルセナール
　　　　　 魔法にかけられて

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
A.メンケン　作曲　鈴木英史　編曲

　　ドラムメジャー　　島田　　遙　　　　　指導者　　櫻井　あや乃

〔４〕 豊川市 《輝く　東中　２００９》

東部中学校
　　曲目：アルセナール
　　　　　 ジャパニーズ・グラフティーⅩⅣ
　　　　　 勇気１００％

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
三浦　秀秋　編曲
馬飼野　康二　作曲　　野崎　雅久　編曲

　　ドラムメジャー    丸山　椿　 　　　　 指導者　　森下　耕充　

〔５〕 美和町 《Open The New Door》

美和中学校
　　曲目：マンジョーネ・オープナー
　　　　　 エル・ガト・トリステ
　　　　　 ランド・オブ・メイク・ビリーブ

C.マンジョーネ　作曲　J.ドーソン　編曲
C.マンジョーネ　作曲　J.ドーソン　編曲
C.マンジョーネ　作曲　J.ドーソン　編曲

　　ドラムメジャー    山下佳奈子 　　　　指導者　鈴木　晶子　　

〔６〕 甚目寺町 《はつらつ甚中スピリット》

甚目寺中学校 　　曲目：錨をあげて
　　　　　 ブラジル

C.A.ツィンマーマン　作曲　　中日吹連監修
A.バローソ　作曲　　岩井直溥　編曲

　　ドラムメジャー   水野　有菜   　　　　指導者　中村　美保　　

〔７〕 愛西市 《One for All  All for One》

佐織西中学校 　　曲目：アルセナール
　　　　　 ウィナー　テイクス　イット　オール

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
B.アンダーソン/B.ウルヴァース 作曲　 M.ブラウン 編曲

　　ドラムメジャー    伊藤明日佳  　　　　指導者　　杉浦宏美・鈴木智子　　

〔８〕 犬山市 《マリツァ》

南部中学校 　　曲目：喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」ｾﾚｸｼｮﾝ E.カールマン　作曲　鈴木英史　編曲

　　ドラムメジャー    板津　加奈　 　　　指導者　　勝野　正臣　　

〔９〕 蟹江町 《GR（ジャイアント・ロボ）より　Tragedy,tomorrow》

蟹江北中学校 　　曲目：「GR」よりシンフォニック・セレクション 天野　正道　作曲　　小林由幸　編曲

　　ドラムメジャー    渡邉　保乃香 　　　　指導者　　瀧　裕志

《The SIOZI Sound Of Music!》　



＜フリースタイル部門＞
〔１〕 名古屋市 《指輪物語　THE LORD OF THE RINGS》

植田中学校 　　曲目：THE LORD OF THE RINGS J.デメイ　作曲　　J.ボコック　編曲

　　指揮者　　服部　光寿　　　　　指導者　　服部　光寿　　

〔２〕 名古屋市 《華》

創価学会中部富士鼓笛隊

　　曲目：ｱﾊﾟﾗｼｱﾝ　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ　ｺﾗｰﾙ
　　　　　 ｱﾊﾟﾗｼｱﾝ　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ　ﾌｨﾅｰﾚ
　　　　　 ｱﾊﾟﾗｼｱﾝ　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ　ｴﾋﾟｿｰﾄﾞⅠ
　　　　　 ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ　ﾌｨﾅｰﾚ

A.コープランド　作曲　　J.ドーソン　編曲
A.コープランド　作曲　　J.ドーソン　編曲
A.コープランド　作曲　　J.ドーソン　編曲
A.コープランド　作曲　　J.ドーソン　編曲

　　ドラムメジャー    齋藤あゆみ　　　　　

          ～～～休憩（２０分）～～～

＜招待演奏（特色有る活動）＞

〔１〕 海部郡 《明日に架ける橋～未来への前進～》

なごやウェスト
　ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾝﾄﾞNANAMI

　　曲目：ポールサイモン・オープナー
            ポールサイモン・プロダクション
　　　　　 ポールサイモン・クローザー

P.サイモン　作曲　J.ドーソン　編曲
P.サイモン　作曲　J.ドーソン　編曲
P.サイモン　作曲　J.ドーソン　編曲

　　指揮者　野田雄一・深見知加　　　指導者　松岡正美　　

＜高校以上ニューカマー部門＞

〔１〕 名古屋市 《全管全速前進》

富田高校 　　曲目：国民の象徴
　　　　　 ツァラトゥストラの大作戦！

E.E.バグレー　作曲
R.シフリン/R.シュトラウス　作曲　　井澗　昌樹　編曲

　　ドラムメジャー    西川　玲奈 　　　　指導者　古田　善春　　

＜高校以上パレードコンテスト部門＞

〔１〕 豊橋市 《国民的漫画混合曲》

豊橋中央高校
　　曲目：ドラえもんのうた
　　　　　 サザエさん
　　　　　 タッチ

菊池　俊輔　作曲　　小島　里美　編曲
筒美京平　作曲　　山下　国俊　編曲
芹澤　廣明　作曲　　小島　里美　編曲

　　ドラムメジャー    神谷　奈音  　　　　指導者　　伊藤　宣博

〔２〕 名古屋市 《Candide》

愛知工業大学名電高校 　　曲目：Ovweture to “Candide”
　　　　　 Swing Swing Swing

L.バーンスタイン　作曲　C.グランドマン　編曲
J.ウィリアムズ　作曲　J.ボクック　編曲

　　ドラムメジャー 　日置　広大   　　　　指導者　　梶山　宇一

〔３〕 江南市 《KI-ZU-NA～一音心奏～》

江南高校
　　曲目：アルセナール
　　　　　 喜歌劇「メーリーウィドウ」ｾﾚｸｼｮ
ﾝ

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
F.レハール　作曲　　鈴木　英史　編曲

　　ドラムメジャー    伊藤　菜月　　　　　指導者　　太田　成樹　

〔４〕 豊田市 《磨斧作針》

豊野高校
　　曲目：ｺﾝｻｰﾄﾏｰﾁ「ストレート・ロード」
　　　　　 たなばた

真島　俊夫　作曲
酒井　　格 　作曲

　　ドラムメジャー    西村　　唯　　　　　指導者　　藤田　孝　　

〔５〕 一宮市 《PRIME22》

木曽川高校 　　曲目：マーチ「ブルー・マリーン」
　　　　　 「屋根の上のヴァイオリン弾き」ﾒﾄﾞﾚｰ

兼田　敏　作曲
J.ボック　作曲　　後藤　洋　編曲

　　ドラムメジャー　戸村　拓哉    　　　指導者　　春日　俊文

〔６〕 名古屋市 《SAKURA SHOW TIME! ～Are You Ready?～》

桜台高校 　　曲目：行進曲「風の音に乗って」
　　　　　 CEREBRATION

渡部　哲哉　作曲
クール＆ザ・ギャング　作曲　　K.ウエダ　編曲

　　ドラムメジャー    須河内美緖　　　　　指導者　　渡部　信介　 　



〔７〕 豊川市 《アニー》

豊川高校 　　曲目：HIGHLIGHTS　FROM　‘ANIE’  C.ストラウス　作曲　J.デメイ　編曲

　　ドラムメジャー    神山　喬一 　　　　指導者　　長尾　洪基 　

〔８〕 名古屋市 《ICHIMURA★STORY》

名古屋経済大学市邨高校
　　曲目：March '９８
　　　　　 “WEST SIDE STORY”より

天野　正道　作曲
L.バーンスタイン　作曲　　T.ウォレス　編曲

　　ドラムメジャー    本間　圭遥 　　　　指導者　村田　譲

〔９〕 豊田市 《Let's try TOYOKITA 2009》

豊田北高校 　　曲目：アルセナール
　　       ディープ　パープル　メドレー

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
R．ブラックモア他　作曲　　佐橋　俊彦　編曲

　　ドラムメジャー    岡田　真奈  　　　　指導者　　勝見　舞子

〔10〕名古屋市 《Don't blink 2009》

昭和高校 　　曲目：マーチ「未来の風」
　　　　　 JOY

小長谷　宗一　作曲
J.クリエル　作曲　T.ウォレス　編曲

　　ドラムメジャー    石川友梨香 　　　　指導者　　佐藤　綾花

          ～～～休憩（１０分）～～～

＜特別演奏（昨年度全日本マーチングコンテスト出場、本年度東海大会シード校）＞

〔１〕 蟹江町 《ロシア名曲の旅2009》

蟹江中学校 　　曲目：ダッタン人の踊り
　　　　   展覧会の絵

A.ボロディン　作曲　　斎藤八千代　編曲
M.ムソルグスキー　作曲　　斎藤八千代　編曲

　　ドラムメジャー 　上田　真生  　　　指導者　辻井　直幸　

〔2〕 名古屋市 《輝け！港の女王たち》

東港中学校 　　曲目：セレモニアル・マーチ
　　　　　 喜歌劇「ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭの女王」ｾﾚｸｼｮﾝ

坂井　貴祐　作曲
E.カールマン　作曲　　鈴木　英史　編曲

　　ドラムメジャー　金田ちなみ　   　指導者　三浦　聖司　　

〔3〕 名古屋市 《モスクワを疾走》

植田中学校 　　曲目：エスタンシア
　　　　　 モスクワ-チェリョム-シカ

J.ドーソン　作曲
D.ショスタコービッチ　作曲　　鈴木英史　編曲

　　ドラムメジャー    細野　優　　　　指導者　　服部　光寿

〔４〕 名古屋市 《（しんあい）》

東邦高校
　　曲目：暴れん坊将軍　殺陣のテーマ
　　　　 　於一咲む
　　　　　 天地人　メインテーマ

菊池　俊輔　作曲　　白谷峰人　編曲
吉俣　 良　　作曲　　白谷峰人　編曲
大島　ミチル作曲　　白谷峰人　編曲

　　ドラムメジャー    安藤　大将  　　　　指導者　　白谷　峰人

〔５〕 名古屋市 《HEY! MEINAN MARCHING!》

名古屋南高校
　　曲目：マーチ「ウインド・フォー・ウインド」
           カンタベリー　コラール
　　　　　 ヘイ・パチュコ

高橋　伸哉　作曲
J.ヴァンデルロースト　作曲
E.ニコルス他　作曲

　　ドラムメジャー    上野拳一朗　　　　指導者　　加藤　眞

〔６〕 春日井市 《Once in a life time　～西高ステージ～》

春日井西高校 　　曲目：ナイト・ウォッチ J.ドーソン　作曲

　　ドラムメジャー    小池　菜月　　　　　指導者　土井　京子


