
No 出場者名 都道府県 自由曲　演奏曲名 作曲者

1 田上恭介 長野県 Danny Boy アイルランド民謡 10:15 ～

2 菅原　純 秋田県 木蘭の涙 柿沼清史 10:20 ～

3 長谷川あやこ 北海道 茜さす 釣俊輔 10:25 ～

4 大高潤子 埼玉県 龍の背 佐藤ぶん太 10:30 ～

5 添田　幸子 埼玉県 朱龍の泉 佐藤　ぶん太 10:35 ～

6 一花 青森県 虹 石崎ひゅーい 10:40 ～

7 八木 咲良 青森県 瑠璃色の地球 川原伸司 10:45 ～

8 小宮山 美穂 埼玉県 夜桜お七 三木 たかし 10:50 ～

9 芝田理子 京都府 笑顔巡り 狩野嘉宏 10:55 ～

10 渡邊　頼子 北海道 Gort na Saileán アイルランド民謡 11:00 ～

11 木村　華乃 青森県 RAIN Nakajin・Fukase・Saori 11:11 ～

12 加藤廣直 宮城県 さくらさくら 日本古謡 11:16 ～

13 彩響 栃木県 さくら色のワルツ 佐藤和哉 11:21 ～

14 伊東　剛志 千葉県 華囃子 佐藤ぶん太 11:26 ～

15 平田 かおり 埼玉県 空に舞う七色の雪 佐藤ぶん太氏 11:31 ～

16 茂在　眞由美 埼玉県 遥かなる津軽 佐藤ぶん太、 11:36 ～

17 力身　祐子 埼玉県 ハナミズキ マシコタツロウ 11:41 ～

18 渕田由美子 長野県 SAKURA 水野良樹 11:46 ～

19 加藤太一 宮城県 紅蓮華 ＬＩＳＡ 11:51 ～

20 大空愛 埼玉県 跳兎ーHANETOー 大空愛 11:56 ～
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No 出場者名 都道府県 自由曲　演奏曲名 作曲者

1 新井 美保子 長野県 you raise me up Rolf Lovland 13:30 ～

2 中田 俊正 兵庫県 剣の舞 伝承曲 13:36 ～

3 辻 紀衣子 和歌山県 ミリャン アリラン 韓国民謡 13:42 ～

4 釜萢 恵 青森県 さくら色のワルツ 佐藤和哉 13:48 ～

5 田中 康友 東京都 品川拍子～破矢・仕丁目・平間・納め～ 伝承曲 13:54 ～

6 鈴木 亜樹 神奈川県 海のお囃子 田楽座 14:00 ～

7 原 磨美子 愛知県 シーラーカムイ ブナの祈り 佐藤ぶん太、 14:06 ～

8 青柳 由紀 長野県 life of journey 佐藤ぶん太、 14:12 ～

9 吉冨 恵美 神奈川県 羇旅 津久井香殊子 14:18 ～

10 稲垣 佐智子 栃木県 凍星 狩野嘉宏 14:24 ～

No 出場者名 都道府県 自由曲　演奏曲名 作曲者

11 小髙 真奈 東京都 Slapstick in the POT STILL 富喜晴美 14:41 ～

12 小棚木 章直 千葉県 フレアカムイ 佐藤ぶん太、 14:47 ～

13 稲井 幸恵 愛媛県 龍の背 佐藤ぶん太、 14:53 ～

14 倉田 蓮 愛媛県 風の声が聴こえたら 朝木奏多 14:59 ～

15 鹿詩永 さと女 東京都 シーラーカムイ ブナの祈り 佐藤ぶん太、 15:05 ～

16 ゆうな 岐阜県 星の海 音のひと＊ゆうな 15:11 ～

17 山口 奈緒美 愛知県 飛龍Draakon 山口 奈緒美 15:17 ～

18
つのだ やよい 北海道

うさぎうさぎ×ムーンリバー
（笛吹かな編曲）

ヘンリー・マンシーニ
（ムーンリバー） 15:23 ～

19 古川 和佳子 神奈川県 かまくら〜みやかまくら〜いんば 不祥（郷土芸能） 15:29 ～

20 田中 恵美子 群馬県 宙-sora- 佐藤ぶん太、 15:35 ～

No 出場者名 都道府県 自由曲　演奏曲名 作曲者

21 熊谷 裕子 神奈川県 風波奈 狩野嘉宏 15:51 ～

22 芦見 圭子 東京都 道 石髙万紀子 15:57 ～

23 百瀬 弥生 長野県 侘寂 佐藤ぶん太、 16:03 ～

24 土屋 あきこ 栃木県 風波奈 狩野嘉宏 16:09 ～

25 簀戸 義一 千葉県 郷愁の念 簀戸義一 16:15 ～

26 山内 有二 鳥取県 和の国 森村典永 16:21 ～

27 松村 寧 山口県 波羅離～Haru no uta～ 松尾慧 16:27 ～

28 星野 麻理 東京都 さくら～祈り 作曲者不明 大平光美 編曲 16:33 ～
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