
       平成20年度　第21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〕 海部郡

美和中学校 　　曲目：マーチング　ドリーム
　　       マンマ　ミーア

加藤政広　作曲
M.ブラウン　作曲

　　ドラムメジャー　　山下佳那子　　　　指導者　　松岡　正美

〔２〕 名古屋市 《マーチングパワー》

植田中学校
　　曲目：マーチングパワー
　　       ｾﾚﾌﾞﾞﾚｰｼｮﾝ・ﾌｫ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

加藤政広　作曲
Ｂ．スコット　作曲

　　ドラムメジャー　　細野　優　　　　　　指導者　　服部　光寿

〔３〕 名古屋市 《南中スピリット！》　

南陽中学校
　　曲目：オリンピックスピリット
　　       スペインの風

J.ウィリアムス　作曲　F.オスタリング編曲
K.ダイ　作曲

　　ドラムメジャー　　安江　千夏 　　　　指導者　　伊藤　佑樹

＜中学校パレードコンテスト部門＞

〔１〕 海部郡 《PIRATES　OF THE CARIBBEAN》

蟹江北中学校
　　曲目：交響曲第2番「復活」第4楽章より
　　　　　　ハイデックスブルグ万歳
　　　　　　パイレーツ・オブ・カリビアン

G.マーラー　作曲　　瀧　裕志　編曲
R.ヘルツァー　作曲　S.ルンデル　編曲
K.バデルト　作曲　T.リッケン　編曲

　　ドラムメジャー　　濱谷　広恵 　　　　指導者　　瀧　　裕志　　

〔２〕 春日井市 《石中マーチ　We could have danced all night!!》

石尾台中学校
　　曲目：コンサートマーチ「テイク・オフ」
　　　　　 踊りあかそう

建部知弘　作曲　　藤田玄播　編曲
F.ロウ　作曲　　　岩井 直溥　編曲

　　ドラムメジャー　　日置菜々子　　　　指導者　入谷　真弓　　

〔３〕 名古屋市 《輝け！　港パイレーツ　　》

東港中学校
　　曲目：セレモニアルマーチ
　　　　　 パイレーツ・オブ・カリビアン

坂井　貴祐　作曲
K.バデルト　作曲　T.リッケン　編曲

　　ドラムメジャー　　森川　　舞　　　　　指導者　　三浦　聖司

〔４〕 愛西市 《輝け 西中サウンド》

佐織西中学校
　　曲目：アルセナール
　　　　　 KARN EVIL 9

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
K．エマーソン/G．レイク　作曲　　　T．ウォレス　編曲

　　ドラムメジャー    高橋　佳歩 　　　　 指導者　　杉浦　宏美・鈴木智子　

〔５〕 甚目寺町 《はつらつ甚中スピリット》

甚目寺中学校
　　曲目：マーチ「晴天の風」
　　　　　 マ・メール・ロワ

糸谷　良　作曲
M.ラヴェル　作曲　　中塚　恵介　編曲

　　ドラムメジャー    弓削まどか 　　　　指導者　中村　美保　　

〔６〕 名古屋市 《WEST SIDE STORY》

港南中学校
　　曲目：アルセナール
　　　　  　 ウエストサイドストーリーオープナー
　　　　　 ジェットソング

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
L.バーンスタイン　作曲　　J.ドーソン　編曲
L.バーンスタイン　作曲　　J.ドーソン　編曲

　　ドラムメジャー    橋本　智美　　　　　指導者　　櫻井　あや乃

〔７〕 犬山市 《KENNAN flesh 2008》

南部中学校
　　曲目：春風（マーチ）
　　　　　 篤姫

南　俊明　作曲
吉俣　良　作曲　　後藤　洋　編曲

　　ドラムメジャー    渡辺　峻之  　　　　指導者　　早川　孝司　　

《DREAM  MAMMA MIA!》　



〔８〕 甚目寺町 《NEVER GIVE UP 2008》

南中学校
　　曲目：ジュピター
　　　　　 ブライアンの休日

Ｊ．ヴァンデルロースト　作曲
内藤淳一　作曲

　　ドラムメジャー    遠藤　友也　 　　　指導者　　加藤　優子　　

〔９〕 蟹江町 《ロシア名曲の旅　2008》

蟹江中学校 　　曲目：バレエ組曲ロミオとジュリエットより
　　　　  　 ダッタン人の踊り

S．プロコフィエフ　作曲　斉藤八千代　編曲
A.P.ボロディン　作曲　　斉藤八千代　編曲

　　ドラムメジャー    能川　知香 　　　　指導者　　辻井　直幸

〔10〕豊川市 《輝く東中 2008　エスカトン》

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XIII
　　　　　　　～スポーツは青春ダァ－！～

J.ヴァンデルロースト　作曲
星出　尚志　編曲

　　ドラムメジャー    竹下　　結　　　　　指導者　　森下　耕充　　

＜高校以上ニューカマー部門＞

〔１〕 名古屋市 《CHALLENGE  1》

富田高校 　　曲目：マーチ「ブルースカイ」 高木　登古　作曲

　　ドラムメジャー    西川美奈子 　　　　指導者　古田　善春　　

          ～～～休憩（２０分）～～～

＜高校以上パレードコンテスト部門＞

〔１〕 豊田市 《チャレンジ　TOYOKITA　2008》

豊田北高校 　　曲目：セレブレーション J．スウェアリンジェン　作曲

　　ドラムメジャー    木村　理沙  　　　　指導者　　谷上　正明

〔２〕 名古屋市 《Don't BLINK　～2008～》

昭和高校 　　曲目：アップル・マーチ
　　　　　 リヴァーダンス・フィナーレ

野村　正憲　作曲
B．ウィーラン　作曲

　　ドラムメジャー    石黒　真理奈 　　　指導者　　浅井　寛行

〔３〕 名古屋市 《Wind HEROES》

名古屋経済大学市邨高校
　　曲目：風の音に乗って
　　　　　サモン・ザ・ヒーロー

渡部　哲哉　作曲
J．ウィリアムズ　作曲　　J.ヒギンズ　編曲

　　ドラムメジャー    伊藤　樹里　　　　　指導者　　村田　　譲　　

〔４〕 名古屋市 《爆裂！爽快！桜台！》

桜台高校
　　曲目：マーチ・ザ・ナイン
　　　　　トゥルーパー　サリュート

小長谷　宗一　作曲
アメリカ民謡　　J.ボコック　編曲

　　ドラムメジャー    杉浦　汐里　　　　　指導者　　渡部　信介　　

〔５〕 名古屋市 《Challenge 2008　Takakura!》

名古屋経済大学高蔵高校
　　曲目：ｺﾝｻｰﾄﾏｰﾁ「ジョイフル・ポケット」
　　     　ランド　オブ　メイク　ビリーヴ
　　　　　 エル　ガト　トリステ

渡部　哲哉　作曲
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    名古路　彩夏 　　　指導者　　山路　剛史

〔６〕 豊橋市 《Shall we enjoy music?》

豊橋中央高校 　　曲目：「オセロ」より　Ⅳ楽章
　　　　　 エル・クンバンチェロ

A.リード　作曲
Ｒ．フェルナンデス　作曲

　　ドラムメジャー    林田　由華　　　　　指導者　　伊藤　宣博　 　



〔７〕 春日井市 《clap your hands!》

春日井西高校
　　曲目：ホープタウン　ホリディ
　　    　 バードランド

S.ライニキー　作曲
J.ザヴィヌル　作曲　　T.ウォレス　編曲

　　ドラムメジャー    多田有美香 　　　　指導者　　土井　京子 　

〔８〕 名古屋市 《MINAMI Rampart Street Parade》

名古屋南高校 　　曲目：K点を越えて
　　　　　 ｻｳｽ･ﾗﾝﾊﾟｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

高橋　伸哉　作曲
R.ボーダック/B.ヘイガート　作曲　　岩井 直溥　編曲

　　ドラムメジャー    伊藤　彩乃 　　　　指導者　加藤　眞

〔９〕 江南市 《輝け！江南～一斉心奏～》

江南高校 　　曲目：マーチ「ブルースカイ」
　　       ディープ　パープル　メドレー

高橋　登古　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    中桐　大志  　　　　指導者　　太田　成樹

〔10〕豊川市 《３年計画第３章》

豊川高校 　　曲目：エル　キャピタン
　　　　　 ビーチサンバ

Ｊ．Ｐ．スーザ　作曲　　Ｐ．スパーク　編曲
長尾洪基　作曲

　　ドラムメジャー    西川亜衣子 　　　　指導者　　長尾洪基

＜フリースタイル部門＞

〔１〕 名古屋市 《大河》

創価学会中部富士鼓笛隊

　　曲目：SONORAN DESERT HOLIDAY
　　　　　 FIDDLER ON THE ROOF-PARTⅠ
　　　　　 SONORAN DESERT HOLIDAY
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PART Ⅱ

R．ネルソン　作曲　　J.ドーソン編曲
J.ボック　作曲　　M.ブラウン　編曲
R．ネルソン　作曲　　J.ドーソン編曲

　　ドラムメジャー    齋藤あゆみ　　　　　

          ～～～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〕 名古屋市 《Push one`s way by all means》

植田中学校
　　曲目：ロス・コンキスタトーズ
　　　　　 喜歌劇「小鳥売り」より

B.スコット　作曲
Cツェラー　作曲　　鈴木英史　編曲

　　ドラムメジャー    鯉江　真奈　　　　　指導者　　服部　光寿

〔２〕 名古屋市 《　（169≠69））》

東邦高校
　　曲目：気高い戦士達
　　　　 　鹿男あをによし　エンディングテーマ
　　　　　 篤姫メインテーマ

佐藤　俊彦　作曲　　白谷峰人　編曲
佐藤　俊彦　作曲　　白谷峰人　編曲
吉俣　 良　　作曲　　白谷峰人　編曲

　　ドラムメジャー    山田　真実  　　　　指導者　　白谷　峰人

〔３〕 一宮市 《PRIME XXI》

木曽川高校 　　曲目：マーチ「ブルー・マリン」
           マーチ「１９４１」

兼田　　敏　作曲
J.ウィリアムズ　作曲　　P.ラベンダー　編曲

　　ドラムメジャー    戸村　拓哉　　　　　指導者　　春日　俊文

＜招待演奏（全日本マーチングコンテスト３年連続出場）＞

〔１〕 名古屋市 《Legend One》

愛知工業大学名電高校
　　曲目：Legend　One
           シング　シング　シング

鈴木　英史　作曲
L.プリマ　作曲　　岩井 直溥　編曲

　　ドラムメジャー    三島　明　　　　　　指導者　　伊藤　宏樹　

  　伸びゆく愛知のマーチング 




