
第５

    

クラリネット独奏クラリネット独奏クラリネット独奏クラリネット独奏 久石 譲作曲 海の見える街

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 J.S.バッハ作曲 メヌエット

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 田中 ヤスタカ作曲 

フルート独奏フルート独奏フルート独奏フルート独奏 黒須 克彦作曲 夢をかなえてドラえもん

ヴァイオリン独奏ヴァイオリン独奏ヴァイオリン独奏ヴァイオリン独奏 ベートーベン作曲  ロマンス

声声声声    楽楽楽楽 子守唄 さくらさくら

リコーダー合奏リコーダー合奏リコーダー合奏リコーダー合奏 アラン・メンケン作曲

                   

フルート独奏フルート独奏フルート独奏フルート独奏 W.A.モーツァルト作曲

鍵盤ハーモニカ合奏鍵盤ハーモニカ合奏鍵盤ハーモニカ合奏鍵盤ハーモニカ合奏 木村弓作曲 「千と千尋の神隠し」より

  

サックス合奏サックス合奏サックス合奏サックス合奏 明るい街角で  見上げてごらん夜の星を

 (Tsax. Tsax. Tsax. Tsax. 柴崎柴崎柴崎柴崎    昇昇昇昇    Asax,Asax,Asax,Asax,

ピアノ３人４手連弾ピアノ３人４手連弾ピアノ３人４手連弾ピアノ３人４手連弾 W.A.モーツァルト作曲

シャンソン独唱シャンソン独唱シャンソン独唱シャンソン独唱 我が麗しき恋物語 木蓮の涙

クラリネットアンサンブルクラリネットアンサンブルクラリネットアンサンブルクラリネットアンサンブル   北国の春、津軽海峡冬景色

篠笛独奏篠笛独奏篠笛独奏篠笛独奏 日本古謡 さくらさくら

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 ショパン作曲 エチュード

    ～～～～    ～～～～    ～～～～    ～～～～    休憩休憩休憩休憩    ～～～～    ～～～～    ～～～～    ～～～～    

トロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブル  北酒場、ひょっこりひょうたん島

トロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブルトロンボーンアンサンブル  All Disney 

ジャズバンドジャズバンドジャズバンドジャズバンド レフト・アローン、ムーンライトセレナーデ

                    

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 谷村新司作曲 いい日旅立ち

リコーダー独奏リコーダー独奏リコーダー独奏リコーダー独奏 J. S. バッハ作曲 無伴奏チェロ組曲

ギター独奏ギター独奏ギター独奏ギター独奏    中田章作曲・武満徹編曲

 SL ヴァイス作曲 パッサカリア

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 サーカスがやってくるよ

フルート独奏フルート独奏フルート独奏フルート独奏 フランク作曲 フルートソナタ

  

篠笛独奏篠笛独奏篠笛独奏篠笛独奏 狩野泰一作曲 大地の記憶、狩野嘉宏作曲

 山崎泰之作曲 花鳥風月

ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏ピアノ独奏 ヨハネス・ブラームス作曲

フルート独奏フルート独奏フルート独奏フルート独奏 あはがり（NHK 新日本風土記テーマ）、
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海の見える街 Cl. Cl. Cl. Cl. 登田登田登田登田

メヌエット ト長調 赤石赤石赤石赤石    陽菜陽菜陽菜陽菜

 未来のミュージアム 関根関根関根関根    菜愛菜愛菜愛菜愛

夢をかなえてドラえもん Fl. Fl. Fl. Fl. 吉田吉田吉田吉田

ロマンス  へ長調 Vn. Vn. Vn. Vn. 松本松本松本松本

さくらさくら 高橋高橋高橋高橋    真理子真理子真理子真理子

アラン・メンケン作曲 「リトルマーメイド」より アンダー・ザ・シー

                  S.rec S.rec S.rec S.rec 関根関根関根関根    菜愛、菜愛、菜愛、菜愛、S.rec S.rec S.rec S.rec 赤石赤石赤石赤石

モーツァルト作曲 フルート協奏曲第 1番第 1楽章 K.313  Fl. 岡田岡田岡田岡田

「千と千尋の神隠し」より いつも何度でも 赤石赤石赤石赤石    羽菜、関根羽菜、関根羽菜、関根羽菜、関根

 Pf. Pf. Pf. Pf. 木村木村木村木村

見上げてごらん夜の星を ダンディーズダンディーズダンディーズダンディーズ

Asax,Asax,Asax,Asax,TpTpTpTp 大橋大橋大橋大橋    茂茂茂茂    Asax Asax Asax Asax 本間本間本間本間    俊宏俊宏俊宏俊宏    guitarguitarguitarguitar 藤社藤社藤社藤社    達郎達郎達郎達郎    KbKbKbKb

モーツァルト作曲 トルコ行進曲 関根関根関根関根    凛、赤石凛、赤石凛、赤石凛、赤石

木蓮の涙 柳田柳田柳田柳田    直子直子直子直子

北国の春、津軽海峡冬景色 Fl.Fl.Fl.Fl.高橋美根尾、高橋美根尾、高橋美根尾、高橋美根尾、

Cl.Cl.Cl.Cl.橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本

さくらさくら、森山直太朗作曲 さくら（独唱） 長尾長尾長尾長尾    雅彰雅彰雅彰雅彰

エチュード Op.25-2、ショパン作曲 ノクターン Op.48

                

北酒場、ひょっこりひょうたん島 太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部

（長谷川（長谷川（長谷川（長谷川    智海、キャロライン智海、キャロライン智海、キャロライン智海、キャロライン    ハワード、鈴木ハワード、鈴木ハワード、鈴木ハワード、鈴木

 Maebashi Maebashi Maebashi Maebashi 

レフト・アローン、ムーンライトセレナーデ 心のすきま心のすきま心のすきま心のすきま

                   （（（（A. Sax A. Sax A. Sax A. Sax 渡辺渡辺渡辺渡辺    均均均均    Parc. Parc. Parc. Parc. 山野山野山野山野

いい日旅立ち BEGIN 作曲 涙そうそう 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加

無伴奏チェロ組曲 2 番 アルマンド、ふるさと変奏曲

中田章作曲・武満徹編曲 早春賦、 

パッサカリア 鈴木鈴木鈴木鈴木    雄司雄司雄司雄司

サーカスがやってくるよ 高橋高橋高橋高橋    広響広響広響広響

フルートソナタ 最終楽章、J.S.バッハ作曲 G 線上のアリア

 Fl. Fl. Fl. Fl. 竹澤竹澤竹澤竹澤

大地の記憶、狩野嘉宏作曲 三日月、 

花鳥風月 嶋田嶋田嶋田嶋田    千秋千秋千秋千秋

ヨハネス・ブラームス作曲 ２つのラプソディ  Op79 No.2 小熊小熊小熊小熊    幸子幸子幸子幸子

新日本風土記テーマ）、日本の子守唄メドレー    高橋高橋高橋高橋    美根尾美根尾美根尾美根尾

登田登田登田登田    哲哉、哲哉、哲哉、哲哉、Pf. Pf. Pf. Pf. 登田登田登田登田    希望希望希望希望 

陽菜陽菜陽菜陽菜 

菜愛菜愛菜愛菜愛 

吉田吉田吉田吉田    恵美恵美恵美恵美    Pf. Pf. Pf. Pf. 吉田吉田吉田吉田    悠音悠音悠音悠音 

松本松本松本松本    純子純子純子純子    Pf. Pf. Pf. Pf. 築比地築比地築比地築比地    幸子幸子幸子幸子    

真理子真理子真理子真理子    Pf. Pf. Pf. Pf. 照内照内照内照内    純子純子純子純子 

アンダー・ザ・シー  

赤石赤石赤石赤石    陽菜、陽菜、陽菜、陽菜、Pf.Pf.Pf.Pf.木村木村木村木村    明日香明日香明日香明日香    

岡田岡田岡田岡田    真幸真幸真幸真幸    Pf. Pf. Pf. Pf. 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加    

羽菜、関根羽菜、関根羽菜、関根羽菜、関根    凛凛凛凛、 

木村木村木村木村    明日香明日香明日香明日香    

ダンディーズダンディーズダンディーズダンディーズ    & D& D& D& D----girlsgirlsgirlsgirls    

KbKbKbKb....山本山本山本山本    早紀早紀早紀早紀    PfPfPfPf....    江原江原江原江原    久美子久美子久美子久美子))))    

凛、赤石凛、赤石凛、赤石凛、赤石    羽菜、木村羽菜、木村羽菜、木村羽菜、木村    明日香明日香明日香明日香 

直子直子直子直子    Pf. Pf. Pf. Pf. 清水清水清水清水    昌枝昌枝昌枝昌枝 

高橋美根尾、高橋美根尾、高橋美根尾、高橋美根尾、    

橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本橋詰まゆみ、塚越君江、奥澤光男、夏見えみ、松本    允、允、允、允、B.Cl.B.Cl.B.Cl.B.Cl.大嶋智美大嶋智美大嶋智美大嶋智美 

雅彰雅彰雅彰雅彰 

Op.48-1 剱持剱持剱持剱持    美穂美穂美穂美穂 

太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部    

ハワード、鈴木ハワード、鈴木ハワード、鈴木ハワード、鈴木    義幸、山上義幸、山上義幸、山上義幸、山上    有造）有造）有造）有造）    

Maebashi Maebashi Maebashi Maebashi     Awkward TrombonesAwkward TrombonesAwkward TrombonesAwkward Trombones 

心のすきま心のすきま心のすきま心のすきま 

山野山野山野山野    覚覚覚覚    Pf. Pf. Pf. Pf. 清水清水清水清水    昌枝）昌枝）昌枝）昌枝）    

美加美加美加美加 

ふるさと変奏曲 岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷    史夫史夫史夫史夫    

雄司雄司雄司雄司 

広響広響広響広響 

線上のアリア  

竹澤竹澤竹澤竹澤    たかしたかしたかしたかし    Pf. Pf. Pf. Pf. 小熊小熊小熊小熊    幸子幸子幸子幸子    

千秋千秋千秋千秋    

幸子幸子幸子幸子 

美根尾美根尾美根尾美根尾 


