
参加バンド一覧
バンド名 バンド名ふりがな 学校名 曲名 オリジナル曲／コピー曲 アーティスト名 メンバー名／パート／学年 ひとこと

1 ivy oak アイビー オーク 千葉県立柏の葉高等学校 それでも オリジナル曲
作詞者:蝦名克 作曲

者:山下瞬

蝦名克/Vo&Gt/2年、山下瞬/Ba&Cho/2年、柴山稀々

香/Dr&Cho/2年
高校2年生 スリーピースバンド

2 out of the Blue あうと　おぶ　ざ　ぶるー 千葉県立東葛飾高等学校 拝啓少年よ コピー（カバー）曲 Hump Back
和田美優/Gt&Vo/2年、夏井梨音/Gt/2年、谷田美桜

/Ba/2年、杉浦花菜/Dr/2年

2年のガールズバンドです！今回は拝啓少年よという曲をやりました。みんな

大好きな曲なので頑張りました！

3 舞蝶 あげは 私立拓殖大学紅陵高等学校 シグナル コピー（カバー）曲 WANIMA
平野雄大／Vo／2年、山崎大海／Gt／2年、赤坂真／

Ba／3年、豊岡憲行／Dr／3年
優勝目指して精一杯練習しました。よろしくお願いします。

4 天色二染マレ あまいろにそまれ 学校法人聖書学園千葉英和高校 秘色に恋 オリジナル曲
作詞作曲:天色二染マ

レ

村上右京/gt.vo/2年、加納航成/gt/2年、濱崎千晴

/ba.cho/2年、遠藤日菜乃/dr.cho/2年

こんにちは、天色二染マレと申します。こんな非常事態で大変ですが、いやこ

んな時だからこそ、天色に染まった空の下て秘色に恋をしませんか？

5 雨とミケモ あめとみけも 柏市立柏高等学校 晴れるまで オリジナル曲

作詞者 大徳夢瑠・寺

嶋暁音  作曲者 雨と

ミケモ

大徳夢瑠/Dr/3年、藤井美羽/Ba/3年、西田萌奈美

/Gt/3年、寺嶋暁音/Vo/年、髙橋健太/Kay/3年

雨とミケモです。この曲は知人を想ってつくりました。悩みを抱え込まず気持

ちが晴れるまで話して欲しいというおもいでかきました。

6 A√5 あるごー 学校法人増田学園千葉聖心高等学校 天体観測 コピー（カバー）曲 BUMP OF CHICKEN
大塚明弥/Dr/2年、石井愛海/Gt/2年、菅原真子

/Ba/2年、岡田美姫/Vo/2年、中川和華/Gt/2年
がんばりました。

7 アルコバレーノ あるこばれーの 柏市立柏高等学校 チェリー コピー（カバー）曲 スピッツ
近藤 優灯/Vo＆Key/1年、山本 美佳/Gt/1年、松村 

風花/Ba/1年、簾内 柊斗/Dr/1年
バラバラな4人が音でつながるバンドです

8 α あるふぁ 私立東京学館船橋高等学校 シルエット コピー（カバー）曲 KANA-BOON
成原哲平/Vo&Ba/1年、佐藤龍優/Gt/1年、今鶴陽太

/Dr/1年

このバンドは、一ヶ月前に組んだバンドで、一生懸命練習しています。組んだ

ばかりのバンドでまだ不安定なところもありますが気合いでは負けません！精

一杯演奏頑張ります！

9 イースターカクタス いーすたーかくたす 私立東海大学付属浦安高等学校 ダイエットのうた オリジナル曲
作詞作曲　イースター

カクタス

高原里奈/Vo&key/3年、金子沙織/Gt&cho/3年、青木

郁佳/Ba&cho/3年、永塚野々花/Dr&cho/3年

今回の曲は自粛期間でたっぷり脂がのった体をみんなで一緒に引き締めちゃお

う！！という曲です。皆さんも動画を見ながらぜひ踊ってください！

10 悪KUNICA いずくにか 千葉県立東葛飾高等学校 enter sandman コピー（カバー）曲 METALLICA
西村和記/Vo/2年, 園田遼河/Gt/2年,古谷健太/Gt/2

年,水谷直哉/Ba/2年,芦田涼/Dr/2年
メタル最高！

11 ENABLE いねいぶる 千葉県立柏高等学校 紫煙 オリジナル曲

作詞：メンバー全員　

作曲：元山侑人、江口

光音

北彩夏／Vo／2年、田所志乃／Gt／2年、福永爽乃／

Ba／2年、元山侑人／Key／2年、江口光音／Dr／2年

初めてのオリジナル曲『紫煙』。｢春の夜｣がコンセプトの曲です！大切な人が

いなくなった現実を夜のネオンの紫が奪い去っていく、それに気付いている主

人公と、春の夜、というような少し背伸びをした大人な曲にしました。

12 Week end Rain うぃーくえんどれいん 私立中央学院高等学校 逃走願望 オリジナル曲 丸山大希・山本美裕
小田切栞/Vo/3年、千葉陽菜/Gt/3年、平林慧大

/ky/3年、丸山大希/Ba/3年、山本美裕/Dr/3年
ゆるくふわふわとした雰囲気のバンドです！！

13 a!les えーる 私立拓殖大学紅陵高等学校 花に亡霊 コピー（カバー）曲 ヨルシカ 髙橋萌香/Vo/3年、 井出萌恵/A.Gt/3年 弾き語りで夏を感じれるような曲を選びました。

14 えしゅいぐらーず。 えしゅいぐらーず 私立中央学院高等学校 リアコ オリジナル曲

作詞／福島亜衣香 作

曲／鳥谷部柚衣･月野

和真凜

福島亜衣香／Vo／2年、月野和真凜／Ba／2年、鳥谷

部柚衣／Key／2年、村川みづき／Dr／2年

曲紹介／推し様に対する叶わない恋心を描いた曲です。バンド紹介／ガールズ

バンドです！意気込み／初めての作詞作曲でわからないことだらけでしたが短

期間で頑張って作りました。よろしくお願いします。

15 SixGIRLS エスガールズ 学校法人増田学園千葉聖心高等学校 スターラブレイション コピー（カバー）曲 ケラケラ

佐藤七海/vo/2年、新福このは/Dr/2年、佐藤凜子

/Key＆cho/2年、鳥羽遥楓/Gt2/2年、高梨暁子

/Gt1/2年、小林愛菜/Ba/2年

先輩が演奏しており、私達も、やりたいと思い挑戦してみました！！是非聞い

てください。

16 EscapE えすけーぷ 私立東京学館船橋高等学校 脱走劇 オリジナル曲 高木義史
林義輝/Vo&Gt/3年、女屋大哉/Gt/3年、工藤聖矢

/Ba/3年、高木義史/Dr/3年

我々は、日々の退屈な現状から脱出する為、刺激と安らぎを求めて活動をして

います。 自分たちの成長に繋がるよう、オリジナル曲『脱走劇』で賞にチャ

レンジしたいと思います！

17 mp.3 えむぴーすりー 私立東京学館高等学校 悲しみのそばに コピー（カバー）曲 Hump Back
佐藤和磨/Vo,Ba/2年　佘雨露/Gt/2年　押尾光穂

/Dr/2年

この曲はバンドとしてどうやって進んで行こうかと悩んでいる中、出会った曲

です。 考えたり仲間との別れがあったりするけど前へ進もうと言う前向きな

メッセージで、"mp.3"と言うバンドの支えになっています。

18 おやすみテディベア おやすみてでぃべあ 私立千葉経済大学附属高等学校 グンナイ オリジナル曲

作詞者：石渡斗麻　山

田芽衣　作曲者：石渡

斗麻

山田芽衣／Gt＆vo／３年、塩越凌賀／Gt／３年、石

渡斗麻／Ba＆cho／3年、大越愛子／Dr&cho／3年

ジャズを強く意識していて、解決感の強いコード進行や跳ねたリズムによる全

体のグルーヴ感がこの曲の色作りに大きく貢献していると言えます。それメン

バー全員が自分が主役だと思えるような曲になっています。



19 柿とピーナッツ かきとぴーなっつ 千葉県立我孫子東高等学校 夜 オリジナル曲
作詞 中澤奈那、作曲 

森谷遼太
中澤奈那／Vo&Gt／3年、森谷遼太／Key／3年

この曲は、それぞれの悩みを抱え人達が終電の網棚に何か"大切な感情"を置い

ていってしまう。 しかし、主人公は世の中の不条理も受け入れて、強く生き

ていくことを決意しました。その決意を歌詞にしました。

20 KARELU かれる 千葉県立佐倉東高等学校 マリーゴールド コピー（カバー）曲 あいみょん

村井遥奈／Vo／１年、内山清春／Gt／１年、田中愛

理／Gt／１年、鈴木七夢／Ba／１年、堀内菜々／Dr

／１年

組んで１ヶ月の１年生バンドですが、がんばります。

21 Greedy ぐりでぃー 私立昭和学院高等学校 ベイカーベイカーパラドックス オリジナル曲 戸口歩波
戸口歩波/Gt＆Vo/ 2年、 河嶋武尊/Gt/2年、鈴木陽

茉/Ba/2年、立野愛大/Dr/2年

Greedyです！メンバー一人一人個性が強いバンドです！そんなバンドの初めて

のオリジナルです！！

22 kryptonites くりぷとないつ 私立専修大学松戸高校 American Idiot コピー（カバー）曲 Green Day
酒井麻凛杏/Gt&Vo/2年、市村舞/Key&cho/2年、大杉

麻衣/Ba&cho/2年、川上楓/Dr/2年

こんにちは！kryptonitesです！休校中に練習したギターソロにご注目くださ

い！！コロナを吹き飛ばすぐらい勢いのある演奏です。

23 CRiMPS くりんぷす 千葉県立東葛飾高等学校 BLACK MEMORY コピー（カバー）曲 THE ORAL CIGARETTES
山口莉央/Vo./2年、三島瑞稀/Gu./2年、古谷健太

/Gu./2年、一ノ瀬咲綺/Ba./2年、芦田涼/Dr./2年

こんにちは！CRiMPSです！暑さに負けながらも、いつかライブ出来ることを夢

見て頑張ってます！

24 こーひーかっぷ！ こーひーかっぷ 千葉県立柏の葉高等学校 破局 オリジナル曲 作詞作曲／石川拓篤

西村海音／Vo／３年、土屋裕孝／Gt／３年、石川拓

篤／Ba＆Cho／３年、仁木敦夢／Dr／３年、大内遥

貴／Key／３年

我々3年生が、柏の葉高校軽音楽部員としての最後の活動として参加しまし

た！2年生の夏に作って、我々の代表曲となったオリジナル曲で、できる所ま

で勝負したいです！よろしくお願いします！

25 The gallows ざ がろうず 私立東京学館船橋高等学校 満身創痍 オリジナル曲 The gallows

林義樹／Vo／３年、水口雄介／Gt＆cho／ ３年、下

井椋太郎／Ba＆cho／３年、照井里佳／Dr＆cho／３

年

バンド名は、 THE BLUE HEARTSの「首吊り台から」という曲にある「首吊り

台から笑ってみせる」という歌詞に影響を受け、決めました。3年間の努力の

成果を自分たちなりのロックで表現しました。よろしくお願いします。

26 The Pork&Chops ざ ぽーくあんどちょっぷす 私立東海大学付属浦安高等学校 Ideal way of Music オリジナル曲
作詞 大内龍之介、作

曲 The Pork&Chops

大内龍之介/Gt.Vo./3年、船越大和/Dr./3年、加藤

慧/Ba./2年
最近の音楽に対しての歌です。歌詞に注目しながらみてください！

27 The Lightning Girls ザ・ライトニングガールズ 私立茂原北陵高等学校 secret base～君がくれたもの～ コピー（カバー）曲 ZONE
三宅菜々香／Vo／３年、𣘺立茉奈／Gt&cho／３年、

東条心春／Ba／２年、奥野未桜／Dr／３年
初めてバンドを組みました！聴いてください！

28 Saga さーか 千葉県立市川工業高等学校 Tank-top of the world コピー（カバー）曲 ヤバイTシャツ屋さん 石飛晴也/gt&vo、伊藤香奈/ba&vo、齋藤遥香/dr 佐賀県非公式バンドによる、RIZAPの歌(タイアップではない)

29 朔日 さきび 千葉県立佐倉東高等学校 狂乱 Hey Kids!! コピー（カバー）曲 THE ORAL CIGARETTES

野母大翔／Vo／２年、内山清春／Gt／１年、山本航

多／Gt／２年、渡邊啓太／Ba／３年、菱木順晟／Dr

／３年

部活内の数少ない男子生徒を集めて作ったボーイズバンドです。

30 Sacla さくら 千葉県立柏の葉高等学校 空で満たす オリジナル曲 Sacla 稲石さくら／Gt&Vo／１年 今回のために歌を作ったので、聴いてください。

31 SEEKERS しーかーず 千葉県立東葛飾高等学校 ハルジオン コピー（カバー）曲 YOASOBI
田中万愛/Gt＆Vo/2年、山本歩実/Gt/2年、矢口綾香

/Ba/2年、髙田慧人/Dr/2年、飯村春乃介/Key/2年

SEEKERSです！男女混合の5人組バンドです。今回はYOASOBIさんのハルジオン

をカバーさせて頂きました。月が綺麗ですね🌙.*·͙̩

32 Jack in The b∅x じゃっく いん ざ ぼっくす 私立東海大学付属浦安高等学校 約束 オリジナル曲 渡辺 萌衣
小河原 恵花 Vo&Ba./2年、渡辺 萌衣 Gt&Cho./2

年、横路 楓 Gt./2年、山越 咲樂 Dr/2年

私達の今年の抱負はたくさんの人に聞いてもらえるような曲を作るという事で

す！その為には何をするのかをメンバー全員で考え、すぐ行動に移せるように

頑張って行きたいと思います！よろしくお願いします！！

33 SHAMOJI しゃもじ 千葉県立柏の葉高等学校 君と夏フェス コピー（カバー）曲 SHISHAMO
金澤明莉/Vo/2年、岩間遥香/Gt/2年、江口楓華

/Ba/2年、走坂睦生/Dr/2年
青春詰め込みました！！！！夏！

34 しゃれ茸。 しゃれきのこ。 私立東京学館高等学校 ぶんがくパーリーナイト オリジナル曲
作詞 藤井美由  作曲 

齋藤穂佳

藤井美由／Ba.Vo／3年、齋藤穂佳／Gt.Vo／3年、伊

藤梨乃／Key.Cho／2年、石塚将暢／Dr.Cho／2年

東京学館からきましたポップでキュートなアイドル風4人組バンドしゃれ茸。

です！会場全体を巻き込んで楽しませます！Boonboon！！

35 シャンデレラ しゃんでれら 私立千葉学芸高等学校 タッチ コピー（カバー）曲 岩崎良美
齋藤来海／Vo／3年、宮司哲州／Gt／3年、奥薗洋那

／Ba／3年、田村俊祐

僕達のバンドは何より楽しむことを1番にしています！精一杯楽しんでる姿を

見てください！！！

36 重装歩兵部隊 じゅうそうほへいぶたい 私立千葉経済大学附属高等学校 Wherever you are コピー（カバー）曲 ＯＮＥ OK ＲＯＣＫ
下川ことみ/Vo/2年、高柳けんせい/Ba/2年、小林大

輝/Dr/2年、和田颯太/Gt/2年

今まで沢山ぶつかり合い解散するかの話し合いもありましたが、音楽をやりた

いという気持ちは全員同じでもう一度歩きだそうと決意しました。そういう想

いを込めてバラードを選んだので聞いていただけるとありがたいです。

37 すぱいらるeDeN すぱいらるえでん 千葉県立佐倉東高等学校 トレモロ コピー（カバー）曲 RADWIMPS

仲村ほたる／Vo／２年、斎藤優奈／Gt／２年、石井

佑愛／Gt／２年、吉本安里／Ba／２年、森田莉江／

Dr／２年

Voがメンバーチェンジして新体制で臨みます。



38 smallcrazies すもーるくれいじーず 千葉県立佐倉東高等学校 夢の続き コピー（カバー）曲 Hakubi
栗城美緒／Vo／２年、大木楓／Gt／３年、渡邊啓太

／Ba／３年、押多連真心／Dr／３年
昨年夏の公式戦後に新しいGtを加えて再チャレンジです。

39 月と太陽 つきとたいよう 私立東海大学付属浦安高等学校 蜉蝣 オリジナル曲 中川智也
中川智也/Vo/3年、柿﨑雄太/Gt/2年、近藤琢磨

/Ba/3年、大野聖貢/Dr/2年

どんなに酷い虐めやどんなに酷い仕打ちを受けようと、人が死んでいい理由に

なるわけがない。僕はあの時、自殺した彼女を助けることができなかった。そ

んな弱かった僕と、虐めた奴らに対する憎しみの歌。

40 点P てんぴー 私立日本体育大学柏高等学校 オレンジ オリジナル曲 作詞作曲　古屋花恋
平塚光/Vo    3年、古屋花恋/Gt&cho  3年、松下和

敬/cajon　3年、

点Pです。今回は、３人でオリジナル曲をアコギで演奏させていただきまし

た。この曲は、いつも隣にいる友達と笑って過ごした毎日を歌った歌です！よ

ろしくお願いします！

41 C3H5N3O9 ニトログリセリン 私立昭和学院高等学校 リッケンバッカー コピー（カバー）曲 リーガルリリー
鈴木陽茉/Gt&Vo/2年、岡田知紗/Ba/2年、伊藤空

/Dr/2年

ニトログリセリンという化合物はダイナマイトの原料でもあり、3人でいると

爆発することからこのバンド名にしました。この曲を通してそれぞれの色が出

せるように頑張ります。

42 NeOne ねおん 私立東海大学付属浦安高等学校 雨催い オリジナル曲
作詞者 菅原海斗 作曲

者 NeOne

渡辺萌々香／Vo／3年、葭葉亮太／Gt／2年、近藤琢

磨／Ba／3年、菅原海斗／Dr／2年、山岸美海／Key

／2年

今回の『雨催い』という曲のコンセプトは、愛し合っていた2人の間の薄れて

いく愛と偽りの愛を描いた失恋ソングです。ぜひ女の子の切ない気持ちに注目

して聞いてください。精一杯、頑張りたいと思います。

43 Noisy idiot のいじーいでぃおっと 私立中央学院高等学校 bright オリジナル曲 栗原悠人
栗原悠人/Vo/3年、片倉晃介/Gt/3年、千葉陽菜

/Gt/3年、勝山誠也/Ba/3年、谷純妃/Dr/3年
明るく、賑やかにを目指しているバンドです！よろしくお願いします!!

44 パフェいわし ぱふぇいわし 柏市立柏高等学校 チェリー コピー（カバー）曲 スピッツ
堀口七海/Vo＆Ba/1年、米山梓葉/Gt/1年、葛西桃寧

/key/1年、中島綾香/Dr/1年

かっぱ寿司からのオファー待ってます。「パ」の七海・「フェ」の梓葉・「い

わ」の桃寧・「し」の綾香…の、愉快でツッコミ不在のガールズバンドです！

勢いで生きています！

45 ぴーこっく ぴーこっく 千葉県立東葛飾高等学校 さよならアイデンティティー コピー（カバー）曲 Yonige
友近美咲／Gt＆Vo／2年、堀萌恵／Ba＆cho／2年、

有田陽彩／Key／2年、白川智香／Dr／2年

千葉県立東葛飾高等学校のぴーこっくです！ Yonigeさんのさよならアイデン

ティティーを演奏させて頂きました。

46 Peach-tea ぴーちてぃー 千葉県立佐倉東高等学校 ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON

中田光咲／Vo／２年、横尾美沙紀／Gt／２年、長島

咲桜／Gt／２年、鈴木梨理愛／Ba／２年、小山幸葉

／Dr／２年

Voがメンバーチェンジして新体制で臨みます。

47 ヒマユキ ひまゆき 柏市立柏高等学校 チェリー コピー（カバー）曲 スピッツ
重松真麻/Dr/1年、野中裕司郎/Ba/1年、李欣哲

/Gt/1年、千代田一栄/Vo/1年
精一杯頑張ります！

48 First ふぁーすと 私立東京学館高等学校 シルエット コピー（カバー）曲 KANA-BOON
黒田陽菜/Vo/1年、岩澤彩音/Gt/1年、北村愛美

/Gt/1年、佐藤蒼依/Ba/1年、横田颯士/Dr/1年

私たちの曲を聴いている人が楽しめるような演 奏することを最終目標に、そ

の日その日に目標 をたてて、それを達成できるように活動してき ました。ラ

ストのサビの盛り上がりに注目して 聴いてください!

49 Flight Chicken ふらいとちきん 私立東葉高等学校 夢の続き コピー（カバー）曲 Hakubi
金沢紅花／Vo／３年、齋藤王雅／Ba／３年、齋藤広

夢／Gt／３年、宮田彩花／Dr／３年

メンバー全員が、入試という人生の大きな壁に直面しています。それぞれが葛

藤や恐れ不安を抱えるこんな時期だからこそ。自分達の原点であるこの曲で

『自分がどんな人間でありたいか』それを再確認する為、演奏しました。

50 「　　」 ぶらんく 私立中央学院高等学校 月色 オリジナル曲 小川隼季

稲葉大樹/Vo/3年、小川隼季/Gt&cho/3年、平林慧大

/Ky/3年、日下成弥/Gy/3年、小田切栞/Dr/3年、篠

本大輝/Ba/3年

みんなアニメが好きで、それによりオリジナル曲もアニメの主題歌になりそう

な曲を作ってみました。最初は低く始まりそれがサビ、終わりにつれて高くな

りそれが歌の主人公の気持ちを表してたりしています。

51 BREEZE ぶりーず 千葉県立佐倉東高等学校 風の日 コピー（カバー）曲 ELLEGARDEN
野母大翔／Vo／２年、山本航多／Gt／２年、阿部竜

也／Ba／２年、近藤拓海／Dr／２年
Baのメンバーが変わりまして、ALL BLUEからバンド名を変更しました。

52 β べーた 私立東京学館船橋高等学校 ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON
川口乃意/Vo/ 2年、清水春希/Gt/ 1年、中野裕介

/Ba/ 1年、田久保智治/Dr/ 1年

仮バンドで組んでいるβです。今回は｢ないものねだり」を演奏したいと思い

ます。この曲は明るく楽しい曲なので皆さんも楽しみながら聞いてもらえると

嬉しいです。

53 HeavensCross へぶんすくろす 千葉県立佐倉東高等学校 MONSTER DANCE コピー（カバー）曲 KEYTALK
青島舞／Vo・Gt／３年、大木楓／Gt／３年、神﨑葵

／Ba／３年、中村小百合／Dr／３年
昨年秋の新人戦予選と同じ曲で勝負してみます。

54 ぺんぐいんβ ぺんぐいんべーた 千葉県立市川工業高等学校 されど奇術師は賽を振る コピー（カバー）曲 嘘とカメレオン
畑彩蕗／Vo／3年、中渡真／Dr／3年、石飛晴也 ／

Gt＆cho／3年、坪谷琉心／Ba／2年
自分達の出せる力で演奏したので、より多くの人に楽しんでもらいたいです。

55 PolaRE:S ぽらりす 千葉県立市川工業高等学校 太陽系デスコ コピー（カバー）曲 ナユタン星人

山本菜々子/Vo/2年、齋藤侑加/Gt&cho/2年、山崎正

吾/Gt/2年、押田志成/Ba/ 2年、亀山胡桃/Key/2

年、中渡真/Dr/3年

PolaRE:Sです。バンドメンバーは、3年生1人、2年生5人の計6人です。演奏曲

はナユタン星人さんの太陽系デスコです。練習での反省点を活かし頑張りまし

た。

56 BONDO ぼんど 私立中央学院高等学校 BAD STORY オリジナル曲
作詞者・秋澤歩果／作

曲者・苗田明莉

苗田明莉/Vo/2年、石塚匠/Gt/2年、関根慎斗/2年、

秋澤歩果/Ba/2年、柿沼優斗/Dr/2年

この曲はBONDOで初めて書いたオリジナル曲です。疾走感を全面的に出して、

聴く人の印象に残るようにキャッチーなサビにしました。歌詞はストーリーや

言葉にこだわって作りました。



57 まめふらい まめふらい 柏市立柏高等学校 新宝島 コピー（カバー）曲 サカナクション

島谷芽依／Vo／2年、小野寺捺珠／Gt／2年、佐藤一

樹／Ba／2年、坂本柚希／Kay／2年、原祥太／Dr／2

年

2年生バンドのまめふらいです。よろしくお願いします。

58 宮澤遼太郎 みやざわりょうたろう 私立茂原北陵高等学校 夜長唄 コピー（カバー）曲
神はサイコロを振らな

い
宮澤遼太郎／Vo&Gt／２年

今年度から軽音楽サークルが立ち上がりました！夏の思い出に生まれて初めて

バンドを組み、ZONEの『secret base～君がくれたもの～』をコピーしたので

聴いてください！

59 ミリメートル。 みりめーとる。 千葉県立柏の葉高等学校 電光石火ジェラシー コピー（カバー）曲 MOSHIMO
坂井美悠/Vo/2年、木村映里乃/Gt/2年、矢作優里明

/Gt/2年、三村優実/Ba/2年、柳沙季/Dr/2年
嫉妬させないでね。

60 Moonlight むーんらいと 私立拓殖大学紅陵高等学校 名もなき詩 コピー（カバー）曲 Mr.Children
中村篤哉/Vo&A.Gt/3年、豊岡憲行/Gt/3年、大平一

葉/Ba/2年、赤坂真/Dr/3年
今までのメンバーの努力全てがこの動画に詰まっています。

61 無双 むそう 私立東海大学付属浦安高等学校 出会いと愛は無限大 オリジナル曲
作詞、佐藤光　作曲、

無双

佐藤光/Vo/3年、池上陽高/Gt/3年、安藤皓輔/Ba/3

年、中澤智稀/Dr/3年、鈴木結衣/Key/3年

この人生何に対しても「出会い」が沢山あります！今回の曲は全ての人・物の

出会いをコンセプトに曲を作りました！毎日通学している「浦安市」をメン

バー全員で全力疾走しました！！熱い思いが伝わったら嬉しいです！！

62 MEJUL CUORE めじゅるくおーる 私立東京学館船橋高等学校 Lilac オリジナル曲 清水春希、磯崎恵
磯崎恵/GtVo/2年、清水春希/Gt/2年、山崎凛太郎

/Ba/2年、三浦海斗/Dr/2年

自分たちの求めている音楽とは何か。今まで築いてきた世界観から離れ、今し

か味わえない素直な気持ちを音楽にのせたオリジナル曲｢Lilac｣で再出発。 花

言葉は、｢青春の喜び｣。

63 Meril めりる 千葉県立佐倉東高等学校 1.2.step to you コピー（カバー）曲 KANA-BOON

仲村ほたる／Vo／２年、村礒佑紀／Gt／２年、横尾

美沙紀／Gt／２年、鈴木梨理愛／Ba／２年、田中美

柚／Dr／２年、吉本安里／Key／２年

一番新しい２年生バンドですが、がんばります。

64 Ⅴmono もの 私立中央学院高等学校 My dear オリジナル曲 山本美裕・山本美裕
山本美裕／Vo&Key／３年、小川隼季／Gt／３年、篠

本大輝／Ba／３年、谷純妃／Dr／３年

今回の曲調は夏をイメージして作りました。歌詞には、ある日突然訪れる大切

な人との別れ。それでもその辛さを乗り越えて前に進んでく！という気持ち

と、恋する人の素直な気持ちをそのまま歌詞にのせました！

65 young ocean light やんぐおーしゃんらいと 千葉県立佐倉東高等学校 煙 コピー（カバー）曲 saucy dog
古澤愛那／Vo／２年、若海ひかり／Gt／２年、間々

田実紅／Ba／２年、田中美柚／Dr／２年

本来のVoが家庭の事情で参加できないので、メンバー間で役割を変更して臨み

ます。

66 U-Knights ゆないつ 千葉県立東葛飾高等学校 高嶺の花子さん コピー（カバー）曲 back number
西村隆志/Vo&Gt/2年、石橋侑也/Key&Vo/2年、内藤

龍/Gt/2年、坂井翔/Ba/2年、梅原慶哉/Dr/2年

東葛飾高校ボーイズバンド、U-Knightsです！back numberさんの曲をカバー

させていただきました。大会への参加が初めてなのでとても緊張しました…そ

れでも精一杯の演奏を送ります！よろしくお願いします！

67 夢酔いバク ゆめよいばく 私立東海大学付属浦安高等学校 Daily オリジナル曲 吉村優輝

吉村優輝/Gt&Vo/3年、永田進之助/Gt/3年、青木郁

佳/Ba/3年、嶌田杏里/Key&cho/3年、渡辺萌々香

/Dr/3年

このような形で大会をするのはとても悔しいですが、大会が出来る私たちは特

別だと思います。苦労もたくさんありましたが全員が納得して1番作り込んだ

曲です。バラバラだった私たちでしたがこの曲で再団結出来ました。

68 Rabbit Foot！ らびっとふっと 私立拓殖大学紅陵高等学校 ないものねだり コピー（カバー）曲 KANA-BOON
大平一葉/Dr/ 2年、冨澤美莉愛/Gt/2年、佐藤彩乃

/Ba＆Vo/2年
ラッキーアイテムのRabbit Footのように幸運と楽しさを届けます！

69 RAMPAGE らんぺーじ 私立千葉経済大学附属高等学校 あの夏、また君と オリジナル曲 酒井奏岳
酒井奏岳/Gt&Vo/３年、岡本七海/Ba&cho/３年、山

越悠音/Dr&cho/３年

これまで、軽音楽部で学んできたことや経験してきたことを、全てこの曲に込

めました。

70 「Reflection」 りふれくしょん 千葉県立柏の葉高等学校 UNDERCOVER MARTYN コピー（カバー）曲 TWO DOOR CINEMA CLUB
木村太一/Vo/2年、西田純矢/Gt/2年、川奈辺悠太

/Gt/2年、伊藤菜月/Ba/2年、荒木千歌音/Dr/2年
優しく生きたい人たちです。

71 Lilt りりっと 千葉県立佐倉東高等学校 復讐 コピー（カバー）曲 My Hair is Bad
久我彩音／Vo／３年、石川愛実／Gt／３年、木村琉

奈／Ba／３年、廣野直／Dr／３年
昨年秋の新人戦予選の悔しさをバネに頑張ってきました。

72 ロティ・トースト ろてぃ・とーすと 私立東京学館高等学校 夢 オリジナル曲
作詞 固本花乃　作曲 

萩原和夏

澤陽花/Vo/2年、萩原和夏/Gt/2年、沼上賢人/Gt/2

年、固本花乃/Ba/2年、神林大陽/Dr/2年

この自粛期間中、電話をしたりしながら話し合い 作ったのが初めてのオリジ

ナル曲「夢」です。この曲は夢を諦めてしまった1 人の少年と、その友達を登

場人物として作成しました。 トーストのように熱く盛り上げます！

73 ワンガン わんがん 私立東京学館高等学校 夢見る木馬 オリジナル曲 作詞作曲　ワンガン 岩田凜飛/Vo&Gt/２年

今回４つのコードで曲を構成する挑戦をしました。この曲は、高校生の失恋ソ

ングです。ATGCとはDNAの構成物であり、振られても遺伝子レベルで愛し続け

てしまう物語。サビのリズミカルなところと最後の転調が聴き所です。


