
一次通過 一次審査番号 通し番号 ２．学校名 ５．バンド名 ６．バンド名（ふりがな） ７．曲名 ８．曲名（ふりがな） ９．オリジナル曲 orコピー（カバー）曲１０．アーティスト名（オリジナル曲は作詞、作曲者）

Ｂ１ 1 県立千葉高等学校 NO-IS のいず Shout Baby しゃうと べいびー コピー（カバー）曲 緑黄色社会

❍ B４５ 2 我孫子二階堂高校 Esterella えすてりあ だから僕は音楽をやめた だからぼくはおんがくをやめた コピー（カバー）曲 ヨルシカ

Ｂ４４ 3 我孫子二階堂高校 Gladioend. グラジオエンド seventeen せぶんてぃーん オリジナル曲 作詞:綾部諒成 作曲:箕輪浩一

Ｃ３８ 4 我孫子二階堂高校 ユニゾン ゆにぞん Stand By Me スタンド・バイ・ミー コピー（カバー）曲 Ben E. King

Ｃ８ 5 我孫子二階堂高等学校 あいぼん あいぼん 貴方解剖純愛歌~死ね~ あなたかいぼうじゅんあいか~しね~コピー（カバー）曲 あいみょん

Ａ４４ 6 我孫子二階堂高等学校 Adesa あでっさ エイリアンエイリアン えいりあんえいりあん コピー（カバー）曲 ナユタン星人

Ｃ３５ 7 我孫子二階堂高等学校 アポロ あぽろ シルエット しるえっと コピー（カバー）曲 KANA-BOON

Ｂ３７ 8 我孫子二階堂高等学校 Evening glow いぶにんぐ ぐろー マリーゴールド まりーごーるど オリジナル曲 あいみょん

補欠 Ａ１０ 9 我孫子二階堂高等学校 bro's ぶらざーず 曇天 どんてん コピー（カバー）曲 DOES

❍ Ａ３４ 10 我孫子二階堂高等学校 Myrtille みるてぃーゆ REDPOINT レッドポイント オリジナル曲 作詞、作曲/箕輪浩一

❍ Ｃ１５ 11 鎌ヶ谷高校 My mind まい まいんど 貴方解剖純愛歌?死ね? あなたかいぼうじゅんあいか?しね?コピー（カバー）曲 あいみょん

❍ Ｂ１８ 12 鎌ヶ谷高等学校 Audi nos あうでぃ　のす 怪獣の花唄 かいじゅうのはなうた コピー（カバー）曲 Vaundy

Ａ４０ 13 鎌ヶ谷高等学校 Etoiles えとわーる ハゼ馳せる果てるまで はぜはせるはてるまで コピー（カバー）曲 ずっと真夜中でいいのに。

Ｂ１６ 14 鎌ヶ谷高等学校 こんぺい党 こんぺいとう 真赤 まっか コピー（カバー）曲 My Hair is Bad

Ｂ７ 15 鎌ヶ谷高等学校 Tears RAIN てぃあーずれいん ないものねだり ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA?BOON

Ｃ１３ 16 鎌ヶ谷高等学校 猫かブリ ねこかぶり 分かってないよ わかってないよ コピー（カバー）曲 WurtS

❍ Ａ２９ 17 敬愛学園高等学校 caos かおす Raise your flag れいずゆあふらっぐ コピー（カバー）曲 MAN WITH A MISSION

Ｃ３０ 18 敬愛学園高等学校 The 神父's ざしんぷず シュガーソングとビターステップ しゅがーそんぐとびたーすてっぷ コピー（カバー）曲 UNISON SQUARE GARDEN

Ａ７ 19 佐倉東高等学校 ルピナス  るぴなす シルエット しるえっと コピー（カバー）曲 KANA-BOON

Ａ８ 20 佐倉東高等学校 アドレセンス あどれせんす マリーゴールド まりーごーるど コピー（カバー）曲 あいみょん

Ｂ３１ 21 佐倉東高等学校 月下香 げっかこう スマイル すまいる コピー（カバー）曲 森七菜

Ｃ２２ 22 佐倉東高等学校 S?quall すこーる 言って。 いって。 コピー（カバー）曲 ヨルシカ

補欠 Ｃ３６ 23 佐倉東高等学校 すぱいらるeDeN すぱいらるえでん ただ君に晴れ ただきみにはれ コピー（カバー）曲 ヨルシカ

Ａ２ 24 佐倉東高等学校 Checkmate ちぇっくめいと ホワイトアウト ほわいとあうと コピー（カバー）曲 reGretGirl

Ｂ２１ 25 佐倉東高等学校 匿名希望 とくめいきぼう バッドエンド週末 ばっどえんどしゅうまつ コピー（カバー）曲 yonige

Ｂ１０ 26 佐倉東高等学校 Peach-tea ぴーちてぃー 星丘公園 ほしおかこうえん コピー（カバー）曲 Hump Back

Ｃ１７ 27 佐倉東高等学校 ふぇいくひーろー。 ふぇいくひーろー。 栞 しおり コピー（カバー）曲 クリープハイプ

❍ Ｃ２９ 28 佐倉東高等学校 Meril めりる オシャレ大作戦 オシャレだいさくせん コピー（カバー）曲 ネクライトーキー

Ｂ２５ 29 佐倉東高等学校 young ocean light やんぐおーしゃんらいと おやすみ泣き声、さよなら歌姫 おやすみなきごえ、さよならうたひめコピー（カバー）曲 クリープハイプ

Ｃ４２ 30 佐倉東高等学校 Love Blossom らぶぶろっさむ マリーゴールド まりーごーるど コピー（カバー）曲 あいみょん

Ｂ３２ 31 四街道北高等学校 新生児 しんせいじ ロキ ろき コピー（カバー）曲 みきとP

Ｂ２８ 32 四街道北高等学校 放課後ステラ ほうかごすてら 惑星ループ わくせいるーぷ コピー（カバー）曲 ナユタン星人

❍ Ｃ３１ 33 市川高校 こすもす こすもす Another Day あなざーでい オリジナル曲 作詞 西本真緒 作曲 森下侑香

A４５ 34 市川高校 life of the cat らいふおぶざきゃっと 夏の鼓動 なつのこどう オリジナル曲 竹村一花

A１４ 35 市川高等学校 カプチーノ日和 かぷちーのびより アウトサイダー あうとさいだー オリジナル曲 作詞、作曲　木村望里

Ｂ３９ 36 市川高等学校 Tutti とぅってぃー うきようみ うきようみ オリジナル曲 作詞作曲　中村聡俊

❍ Ｂ４７ 37 成美学園 Suimin’z スイミンズ くだらないエブリデイ くだらないえぶりでい オリジナル曲 Suimin’z

❍ Ａ４１ 38 成美学園 ふりかけごはん ふりかけごはん 明日は あすは オリジナル曲 作詞：樋口未紫亜、作曲：樋口未紫亜・梅澤友希

Ｃ３ 39 成美学園 ももは ももは プラマイゼロの世界 ぷらまいぜろのせかい オリジナル曲 ももは

Ｂ３０ 40 千葉英和高校 Amairo あまいろ 世界を終わらせて せかいをおわらせて コピー（カバー）曲 ハルカミライ

❍ Ａ５ 41 千葉英和高等学校 13時、水面を蒼穹する いちじ、みなもをあおくする 軌跡 きせき オリジナル曲 13時、水面を蒼穹する

❍ Ｃ１８ 42 千葉英和高等学校 Sinon しのん 溺れる おぼれる オリジナル曲 作詞 藤澤 来未 作曲 Sinon

❍ Ｃ２３ 43 千葉英和高等学校 花緑青 はなろくしょう 夢の続き ゆめのつづき コピー（カバー）曲 Hakubi

❍ Ｂ33 44 千葉敬愛高校 FAKE ふぇいく 自己悶着 じこもんちゃく オリジナル曲 作詞 吉川遼太郎 作曲 渡部春信

❍ Ｃ４７ 45 千葉敬愛高等学校 ホワイトリリー ほわいとりりー 藍色の日常 あいいろのにちじょう オリジナル曲 作詞:山根桃子 作曲:ホワイトリリー

❍ Ｂ２３ 46 千葉経済大学附属高等学校大盛り焼きそば定食 おおもりやきそばていしょく 寝ても覚めても ねてもさめても オリジナル曲 小牧 沙桜里

Ａ１１ 47 千葉経済大学附属高等学校肝に銘じる きもにめいじる 日常 にちじょう オリジナル曲 作詞者 川中乃麻 作曲者 川中乃麻、野原翔太、櫻井優凪、林龍空

Ｃ２ 48 千葉経済大学附属高等学校重装歩兵部隊 じゅうそうほへいぶたい GLAMOROUS SKY ぐらまらす すかい コピー（カバー）曲 中島美嘉

Ｂ４１ 49 千葉経済大学附属高等学校Spica すぴか ロマンチシズム ろまんちしずむ コピー（カバー）曲 Mrs.GREEN APPLE

❍ Ｃ２５ 50 千葉経済大学附属高等学校ヒノきのぼうとオナべのふた ひのきのぼうとおなべのふた レジスタンス れじすたんす オリジナル曲 山田颯太郎

Ｂ５ 51 千葉経済大学附属高等学校uniques ゆにーくす エメラルド えめらるど コピー（カバー）曲 backnumber

Ａ３９ 52 千葉聖心高等学校 オムライス おむらいす ないものねだり ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON

❍ Ａ３５ 53 千葉聖心高等学校 Disaccordo でぃざこーど Don't Say "Lazy" どんと　せい　れいじー コピー（カバー）曲 放課後ティータイム

Ａ３ 54 千葉北高等学校 Quintet Gnome. くいんてっとのーむ 群青日和 ぐんじょうびより コピー（カバー）曲 東京事変

Ｂ２９ 55 専修大学松戸高校 OCTERCH おくたーち シグナル しぐなる コピー（カバー）曲 WANIMA (KENTA KENTA)

補欠 Ｂ２０ 56 専修大学松戸高等学校 MOTEL もーてる SONIC WAVE そにっくうぇーぶ コピー（カバー）曲 Tempalay 

❍ Ｂ１２ 57 専修大学松戸高等学校 Railant Lupinus らいらんとるぴなす Ladybug レディーバグ コピー（カバー）曲 緑黄色社会

Ｃ２４ 58 専修大学松戸高等学校 Laku Gaki らくがき ないものねだり ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON

Ｃ６ 59 船橋芝山高等学校 moment もめんと スターライトパレード すたーらいとぱれーど コピー（カバー）曲 SEKAI NO OWARI

Ｂ４２ 60 船橋市立船橋高等学校 そこに足、のっけちゃだめだよ。そこにあし、のっけちゃだめだよ。StaRt すたーと コピー（カバー）曲 Mrs. GREEN APPLE

❍ Ａ１２ 61 船橋芝山高等学校 和泉草子 いずみぞうし アンダースタンド あんだーすたんど コピー（カバー）曲 ASIAN KUNG-FU GENERATION

Ａ２４ 62 船橋芝山高等学校 SABTYfy さぶてぃふぁい 生きるをする 生きるをする コピー（カバー）曲 マカロニえんぴつ

Ｃ４４ 63 船橋芝山高等学校 Seared tuna しあーどつな 紅蓮華 ぐれんげ コピー（カバー）曲 LiSA

❍ Ｂ46 64 船橋芝山高等学校 すろぉ～Starter☆ すろーすたーたー ロキ ろき コピー（カバー）曲 みきとP

Ａ４２ 65 船橋芝山高等学校 脱線の翁 だっせんのおきな 群青日和 ぐんじょうびより コピー（カバー）曲 東京事変

Ａ２７ 66 船橋芝山高等学校 廻天cabbage ロールキャベツ インフェルノ インフェルノ コピー（カバー）曲 Mrs GREEN APPLE

Ｂ４ 67 船橋東高等学校 Youth Shower ゆーす しゃわー シルエット しるえっと コピー（カバー）曲 KANA-BOON

❍ Ｃ４５ 68 拓殖大学紅陵高等学校 アイビー あいびー swim すいむ コピー（カバー）曲 04 Limited Sazabys

Ｃ１２ 69 中央学院高校 トライアングル とらいあんぐる 明日も あしたも コピー（カバー）曲 SHISHAMO

Ａ２６ 70 中央学院高等学校 @home あっとほーむ 大不正解 だいふせいかい コピー（カバー）曲 back number

Ａ１８ 71 中央学院高等学校 CHRONOGRAPH クロノグラフ 現状ディストラクション げんじょうでぃすとらくしょん コピー（カバー）曲 SPYAIR

❍ Ａ２３ 72 中央学院高等学校 BONDO ぼんど 全力ロッキン ぜんりょくろっきん オリジナル曲 BONDO

❍ Ｃ１１ 73 東海大学付属浦安高等学校憂雲ブルームーン うきぐもぶるーむーん memory めもりー オリジナル曲 作詞 菊島早耶香  作曲 憂雲ブルームーン

❍ Ａ４６ 74 東海大学付属浦安高等学校SAYONAKA さよなか 横浜エスケープ よこはまえすけーぷ オリジナル曲 椿 琉雅(作詞/作曲)

Ａ１ 75 東海大学附属浦安高等学校色彩パレット しきさいぱれっと Girl friend がーるふれんど コピー（カバー）曲 Avril Lavigne

❍ Ｃ３４ 76 東海大学附属浦安高等学校レベラーズ れべらーず Eye of the Tiger あいおぶざたいがー コピー（カバー）曲 Survivor

❍ Ｂ１１ 77 東葛飾高校 NAKASiMA なかしま 絶望ビリー ぜつぼうびりー コピー（カバー）曲 マキシマム　ザ　ホルモン

Ａ４７ 78 東葛飾高等学校 君と花緑青を飲みたい きみとはなろくしょうをのみたい片羽ら かたわら オリジナル曲 宮本美佳 作詞 君と花緑青を飲みたい 作曲

❍ Ｂ２６ 79 東葛飾高等学校 シシク ししく 音楽性アセクシャル おんがくせいあせくしゃる オリジナル曲 作詞:竹田衣織、掛穂乃子  作曲:大久保陽登、藤岡颯汰

Ｂ１５ 80 東葛飾高等学校 ばばあのティータイム ばばあのてぃーたいむ デスコ ですこ コピー（カバー）曲 女王蜂

❍ Ａ１７ 81 東葛飾高等学校 パルノラ ぱるのら YOUTH ゆーす オリジナル曲 久須朝澄、パルノラ

❍ Ｂ４３ 82 東葛飾高等学校 Lv.chicken れべるちきん MAD GAME まっどげーむ オリジナル曲 作詞 黒崎伊織  作曲 奥村彪央

❍ Ａ３０ 83 東京学館高校 FOURTH ふぉーす 曇天 どんてん コピー（カバー）曲 DOES

Ｂ２ 84 東京学館高等学校 あそこでクマが踊っているよ あそこでくまがおどっているよキラキララキラキレボリューションきらきららきらきれぼりゅーしょん オリジナル曲 作詞 伊藤梨乃 佐藤蒼依　作曲萩原和夏 横田颯士

❍ Ｃ２１ 85 東京学館高等学校 きつね日和。 きつねびより。 Snow White スノーホワイト オリジナル曲 作詞、作曲ともに竹内美月

B１４ 86 東京学館高等学校 THIRD さーど 修羅 しゅら コピー（カバー）曲 DOES

Ａ６ 88 東京学館高等学校 FIRST ふぁーすと 怪獣の花唄 かいじゅうのはなうた コピー（カバー）曲 vaundy

❍ Ｃ２８ 89 東京学館高等学校 ロティ・トースト ろてぃーとーすと Spooky すぷーきー オリジナル曲 作詞　沼上賢人、作曲　萩原和夏

Ｃ１ 90 東京学館船橋高等学校 α アルファ ピースサイン ぴーすさいん コピー（カバー）曲 米津玄師

Ｃ１４ 91 東京学館船橋高等学校 IGNITION いぐにっしょん かくれんぼ かくれんぼ オリジナル曲 川口乃意

Ｃ５ 92 東京学館船橋高等学校 飼い犬に手を噛まれた。 かいいぬにてをかまれた。 でんぷん。 でんぷん。 オリジナル曲 村井彩花

Ｂ１９ 93 東京学館船橋高等学校 γ がんま Don't Say Lazy どんとせいれいじー コピー（カバー）曲 放課後ティータイム

Ａ９ 94 東京学館船橋高等学校 The Walker ざうぉーかー 僥倖 ぎょうこう オリジナル曲 作詞 福井淳也 作曲 永浦拓磨

Ｃ４１ 95 東京学館船橋高等学校 β べーた 拝啓、少年よ はいけい、しょうねんよ コピー（カバー）曲 Hump Back

❍ Ｂ８ 96 東京学館船橋高等学校 MEJUL CUORE めじゅるくおーる 青いボヤージュ あおいぼやーじゅ オリジナル曲 磯崎恵

Ａ１３ 97 東葉高等学校 海姫ちゃん くらげちゃん 拝啓、少年よ はいけい、しょうねんよ コピー（カバー）曲 Hump Back

Ｃ４６ 98 東葉高等学校 須佐能乎 すさのお 真赤 まっか コピー（カバー）曲 My Hair is Bad

Ａ３１ 99 東葉高等学校 Born this way ボーンディスウェイ Rainy Girl レイニーガール オリジナル曲 作詞：マイヤーズ江玲奈　作曲：經田 陽響

Ａ２５ 100 日出学園中学校・高等学校MARS まーず カブトムシ かぶとむし コピー（カバー）曲 aiko

Ａ２８ 101 柏の葉高校 ?α? あるふぁ 丸ノ内サディスティック まるのうちさでぃすてぃっく コピー（カバー）曲 椎名 林檎

❍ Ａ２１ 102 柏の葉高等学校 ivy oak あいびーおーく 18歳と少年 じゅうはっさいとしょうねん オリジナル曲 作詞蝦名克、作曲山下瞬

❍ Ｃ４０ 103 柏の葉高等学校 Crown Heights クラウン ハイツ 水光 すいこう オリジナル曲 【作詞】日向寺 佳音　【作曲】日向寺 佳音、古山航介

Ａ２２ 104 柏の葉高等学校 Nadoc などっく キミシダイ列車 きみしだいれっしゃ コピー（カバー）曲 ONE OK ROCK

❍ Ｂ４０ 105 柏の葉高等学校 Negroni ねぐろーに Unravel あんらべる コピー（カバー）曲 凛として時雨

Ｂ６ 106 柏市立柏高等学校 あすぱらがす あすぱらがす アカシア あかしあ コピー（カバー）曲 BUMP OF CHICKEN

Ｃ１６ 107 柏市立柏高等学校 アルコバレーノ あるこばれーの 群青日和 ぐんじょうびより コピー（カバー）曲 東京事変

Ａ２０ 108 柏市立柏高等学校 カステラFriends かすてらふれんず フィクション ふぃくしょん コピー（カバー）曲 sumika

Ａ４ 109 柏市立柏高等学校 花薄雪草 はなうすゆきくさ チェリー ちぇりー コピー（カバー）曲 スピッツ

Ｃ３９ 110 柏市立柏高等学校 パフェいわし ぱふぇいわし 徹頭徹尾夜な夜なドライブ てっとうてつびよなよなどらいぶ コピー（カバー）曲 UNISON SQUARE GARDEN

❍ Ａ１６ 111 柏市立柏高等学校 まめふらい まめふらい 準透明少年 じゅんとうめいしょうねん コピー（カバー）曲 ヨルシカ

Ｂ３８ 112 柏市立柏高等学校 Midnight Sickness みっどないと しっくねす Silly しりー コピー（カバー）曲 家入レオ

Ｃ２７ 113 柏陵高等学校 NOVA のヴぁ Shout Baby しゃうとべいびー コピー（カバー）曲 緑黄色社会

❍ Ａ３７ 114 柏陵高等学校 Mevius めびうす Butter-fly ばたふらい コピー（カバー）曲 和田光司

❍ Ｂ２７ 115 柏陵高等学校 livero vita りべろヴぃーた 夏疾風 なつしっぷう オリジナル曲 作詞・作曲：池田　侑平

Ｃ７ 116 柏陵高等学校 Rob Roy ろぶ ろい God kows... ごっどのうず コピー（カバー）曲 平野 綾

Ｃ４８ 117 明聖高等学校 ななし ななし プロローグ ぷろろーぐ コピー（カバー）曲 Uru

Ｃ２６ 118 明聖高等学校 NoobMent ぬーぶめんと 惑星ループ わくせいるーぷ コピー（カバー）曲 ナユタン星人

Ａ３８ 119 茂原北陵高校 海江田千鯉 かいえだせんり 夢の恋人 ゆめのこいびと コピー（カバー）曲 ズーカラデル

❍ Ｂ３４ 120 茂原北陵高校 GEEKgirls ギークガールズ やさしさで溢れるように やさしさであふれるように コピー（カバー）曲 JUJU

Ａ３６ 121 茂原北陵高校 Nemophila ねもふぃら ドライフラワー どらいふらわー コピー（カバー）曲 優里

❍ Ａ３３ 122 茂原北陵高校 Mimi Anthony みみあんそにー 点描の唄 てんびょうのうた コピー（カバー）曲 Mrs.GREEN Apple

Ｂ１７ 123 茂原北陵高校 諸岡結名 もろおかゆいな ファイナルボーイフレンド ふぁいなるぼーいふれんど コピー（カバー）曲 ハンブレッダーズ

Ｃ３３ 124 木更津東高等学校 秘好少女 ひこうしょうじょ 青と夏 あおとなつ コピー（カバー）曲 Mrs.Green Apple

Ｃ４ 125 木更津東高等学校 Youth ゆーす Shout Baby しゃうと べいびー コピー（カバー）曲 緑黄色社会

❍ Ｂ３５ 126 野田中央高校 bestory べすとーりー アイデンティティ あいでんてぃてぃ コピー（カバー）曲 秋山黄色

❍ Ａ１９ 127 野田中央高等学校 ZONBiBi ぞんびび DICE だいす コピー（カバー）曲 hide

Ｂ３６ 128 野田中央高等学校 428 よつや さよならアイデンティティー さよならあいでんてぃてぃー コピー（カバー）曲 yonige

Ｃ９ 129 薬園台高等学校 NIDONE にどね 紫陽花 あじさい オリジナル曲 作詞宮野紗玲那 作曲NIDONE

Ｂ３ 130 薬園台高等学校 MANY SHAKE めにーしゃけ 君と夏フェス きみとなつふぇす コピー（カバー）曲 SHISHAMO

Ｃ１０ 131 流山おおたかの森高校 Another  Sky あなざーすかい インフェルノ いんふぇるの コピー（カバー）曲 Mrs.GUREEN  APPLE

Ｃ２０ 132 流山おおたかの森高校 3iameSe さいあみーず 拝啓、少年よ はいけい、しょうねんよ コピー（カバー）曲 Hump Back

Ｃ４３ 133 流山おおたかの森高等学校H&M えいちあんどえむ フルドライブ ふるどらいぶ コピー（カバー）曲 KANA-BOON

Ａ４３ 134 流山おおたかの森高等学校さらがわれた。 さらがわれた ないものねだり ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON

Ｃ３２ 135 流山おおたかの森高等学校morote もろて Lily りりー コピー（カバー）曲 HumpBack

Ｂ１３ 136 東海大学付属浦安高等学校Under Roots あんだーるーつ 少年B しょうねんびー オリジナル曲 作詞池上　千晶　作曲Under Roots

Ｂ２４ 137 拓殖大学紅陵高校 horizon ほらいずん シルエット しるえっと コピー（カバー）曲 KANA-BOON

❍ Ｃ１９ 138 拓殖大学紅陵高等学校 Balion ばりおん holiday ほりでい コピー（カバー）曲 GreenDay

Ｂ２２ 139 東京学館高等学校 SECOND せかんど 怪獣の花唄 かいじゅうのはなうた コピー（カバー）曲 vaundy

Ａ１５ 140 東海大学付属浦安高等学校プラネット ぷらねっと カタオモイ かたおもい コピー（カバー）曲 Aimer

Ｂ９ 141 東海大学付属浦安高等学校夕焼けシアン ゆうやけしあん 君に きみに オリジナル曲 夕焼けシアン

❍ Ｃ３７ 142 東海大学附属浦安高等学校Jack in The bΦx ジャック イン ザ ボックス ツッパリビギニングロックンロールつっぱりびぎにんぐろっくんろーる オリジナル曲 小河原 恵花   渡辺 萌依

Ａ３２ 143 私立中央学院高等学校 Perla ぺルラ 惑星ループ わくせいるーぷ コピー（カバー）曲 ナユタン星人


