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1. プログラム 
(1) ⽩⽔保育園マーチングバンド ブルーエンゼルス｜愛知 ［フェスティバル / 幼稚園］ 

Les Misérables 
 皆さんこんにちは。私達は⽩⽔保育園マーチングバンドブルーエンゼルスです。 
 ⽩⽔では教育の⼀貫として年⻑児になると全員でマーチングに取り組みます。 

今年は世界中から愛され続けているヒット作品（Les Misérables)に挑戦します。この作品から聞こえてくる素晴らしい曲の数々を⼦ども達
にも聴いて感じてもらいたいと思い選びました。⼩さい⼦ども達がエネルギッシュに表現致します。是⾮、最後までご覧下さい。 
□ 保坂由⾹理 / H・M STAFF 

 

 

(2) 各務野さくらマーチングバンド｜岐⾩［Jr.MB ⼩中編成 / ⼩学⽣］ 

moon 
once upon a time…。いつの⽇か、地下世界から来る、闇の神々がこの地を⽀配するであろう。 
このような予⾔が古くから伝わっていた。かけがえのない家族の為、⼤切な友⼈の為、愛する⼈の為に。⾃らの危険をかえりみず、⽴ち上が
る少⼥。その名は、「プリンセスマヤ」。信じるべきは、「太陽」なのか「⽉」なのか・・・。 
アステカの繁栄が永遠であることを祈って、この物語を捧げる。 
□ドリルデザイン：MOROMI WORKS □ドラムアレンジ：野上孟 □CG 振付：⼭脇⾥奈 

 

 

(3) 袋井南マーチングバンド South Winds｜静岡 ［Jr.MB ⼩中編成 / ⼩学⽣］ 

South Winds の四季 2022 
South Winds は、活動20 周年を迎えました。 
その間に所属が学校から地域へと変わりましたが、皆さまの応援のおかげで活動を継続する事ができています。 
今年は⽇本の四季の歌をお届けします。みなさまに親しまれている曲なので、⼀緒に⼝ずさんでいただけるように、また、元気や希望、感謝
の気持ちが伝わるように⼼を込めて演奏します。 
□ミュージックアレンジ：⾦⼦功 □ドリルデザイン：齋藤加世⼦ □ドラムアレンジ：鈴⽊芳則 □CG 振付：古⽥直⼦ 

 

 

(4) 磐⽥Jr.マーチングバンド Blue Fairies｜静岡 ［Jr.MB ⼩中編成 / ⼩学⽣］ 

展覧会の絵 
コロナ禍により3 か⽉スタートが遅れましたが、4年前の演⽬をリニューアルをして間に合わせました。 
ウクライナへの想いを寄せました。 
□ドリルデザイン：守屋 哲 □CG 振付：中安敦⼦ 

 

 

(5) 東海学院⼤学Jr.マーチングバンド｜岐⾩ ［Jr.MB ⼩中編成 / 中学⽣］ 

Alice in Wonderland 
ねぇ、ここはどこなの？⾒るもの全てが変わってる。何が変だと⾔うんだ？。トランプの兵隊や空を⾶ぶ猫、てっぺんにハートを付けたツリ
ーまである。アリスにとって、変わってる世界でも、僕にとっては、普通だけど、普通じゃない。わたし怖くて、動けないのよ！ 
さぁ！まずは、その森から出ておいで。素敵な世界がまっているよ。 
あなたにとって素晴らしい未来は、今、ここからはじまるんだ！ 
□ドリルデザイン：松⽥翔平 

2022 マーチング祭 東海オープン 
PROGRAM 



 2 

(6) つつじが丘Jr.マーチングバンド｜愛知 ［Jr.MB ⼩中編成 / 中学⽣］ 

Beyond the Door 
つつじが丘ジュニアマーチングバンドは⼩学３年⽣から中学３年⽣まで３3 ⼈で週１回の活動をしています。 
今年も皆さんの前で演奏することができ，メンバー⼀同、とても喜んでいます。 
今年のテーマは「扉」です。突然現れた⼤きな扉。扉の向こうにはどんな世界が広がっているのでしょうか。 
私たちは扉を通り抜け，未知の世界の冒険に旅⽴ちます。ご覧ください。 
□ TKB-Staff 

 

(7) Legend of ANGELS Drum & Bugle Corps｜⼤阪  ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

 JUИK 
みなさんこんにちは！ Legend of ANGELS  Drum & Bugle Corps です。 
⼤阪寝屋川市の淀川河川敷からやってきました！ ⾼校⽣から社会⼈までのメンバーで、幅広い年齢層・ 地域から集まり、毎週楽しく活動し
ています。 もし、⼤阪でマーチングをやりたい！と考えている ⽅は是⾮⼀度、練習を⾒学しに来てみてください！  
今年度の私達のショータイトルは ” JUИK ” （ジャンク）です。 
くだらない、役に⽴たないガラクタ に満ちた世界で、求める美しさはどこを探せば⾒つかるのでしょうか。 
メンバー全員で⼯夫して積み 重ねて作り上げた私たちのショー、 ぜひ最後までお楽しみください。 
□ LA Staff 
 

(8) Bluujua｜静岡 ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

Bluujua 2022 
私たちは磐⽥、袋井、掛川に住むマーチング⼤好きな中学⽣以上が集まった、活動2 年めの団体です。このマーチング祭が今年の活動の⼤き
な⽬標の⼀つです。今⽇は私たちの船出です。“はじめまして”の気持ちを込め、ドヴォルザークの「新世界より」を中⼼に演奏演技します。 
□ミュージックアレンジ：⼤曽根和輝 □ドリルデザイン：⾦⼦功 □ドラムアレンジ：鈴⽊芳則 □ピットアレンジ：⽯⿊朱⾳ □CG 振付：古賀愛望 

 

(9) DER GLANZ ｜⼭形 ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

Contrail 〜空を⾒上げて〜 
雲の向こうには、きっと⻘空が広がっている 
Cleared for takeoff.  ⾒上げた空に、まっすぐな道しるべ 
□ミュージックアレンジ：須藤真 □ドリルデザイン：秋葉光太郎 □ドラムアレンジ：千⽯南海⼦/鈴⽊昇 □ピットアレンジ：鈴⽊昇 □CG 振付：榊桃⼦/若⽊みなみ 

 
(10) Tokyo Phoenix Drum&Bugle Corps｜東京  ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

GRAVITY 
私たちTokyo Phoenixは10代から50代のメンバーが集まり、「⾳楽」と「ドラムコー」の楽しさや素晴らしさを皆様に伝え、共に感動
し、楽しんでいただくことを⽬標に活動している東京都のマーチングバンドです。 
今回初めて浜松に参りました。今年はGRAVITYと⾔うテーマでショーを構成しました。私たちが作り出す世界観とその異空間に於ける重⼒
の移り変わりや変化を⾒ている⼈に感じて頂ければ幸いです。温かい応援宜しくお願いいたします。 
□ T-Phoenix Program Staff 

 

(11) 吉祥院 ザウルス｜京都 ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

LOST -悪魔の棲む森- 
こんにちは、吉祥院ザウルスです。私たちは京都府を中⼼に活動しているマーチングバンド です。 
地域のマーチング⽂化を⽣活の中に浸透させていきたいという⽬標を持ち、⼈々に 勇気や感動を与えられるパフォーマンスを追究し、練習
に励んでいます。今年もコロナ禍での活動となりましたが、⾃分たちが今できることはなにか、⾃分たちの活動で誰を喜ばせられるのかを考
え、ベストを尽くしてきました。 
 ⼤⼈になっても、諦めず、⼀⽣懸命に、挑戦する私たちをご覧ください。 
□ミュージックアレンジ：⻑嶺秀吉 □ドリルデザイン：稲穂将⼠ □ピット・ドラムアレンジ：安原逸平 □CG 振付：南雲千亜希 
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(12) Imperial Sound Drum&Bugle Corps｜愛知 ［MB ⼩編成 / ⼀般］ 

The Sweetest 
彼⼥が⼿に⼊れたものは思い通りのものだった。 
案の定の”⽢いもの”。 
⼿にするまで感じなかった想い。 
彼⼥が欲しかったものは過程だったのだろうか。 
隣の芝は⻘く⾒えるもの。 
□ミュージックアレンジ：⽶所 □ドリルデザイン：内海 □ドラムアレンジ：杉本/⼭⽥ □ピットアレンジ：利光 

 

(13) GENESIS｜埼⽟ ［MB 中編成 / ⼀般］ 

12+ 
「元旦に私のところへ来なさい。 来た順番に⼲⽀を決めるから」という神様のメッセージから始まった動物たちの競争。 
⽬指すはベスト12⼊り！ 
果たしてどの動物が⼲⽀として名を連ねることが出来るのか。 
これは⼲⽀に選ばれた12種の動物ともう1種の動物の物語。 
□ GENESIS スタッフ 

 

(14) THE FOCUS｜静岡  ［MB 中編成 / ⼀般］ 

U. 
「We are」から始まり「MOVE」「with」と続いてきた物語が「U.」で最終章を迎えます。 しかし、これは終わりではありません。ここが
私たちの通過点であり、新たな出発点。 想いを受け継ぎ、超えて、繋いできた "今" の私たちをどうぞご覧ください。 
わたしたちはあなたと 共に 前へ 前へと進んでいきたい。 #We MOVE with U. 

□ブラスピットアレンジ/ショウドリルデザイン：Moromi Works □ドラムアレンジ：野上 孟 □CG 振付：中川 真太郎 

 
2. インターミッションパフォーマンス 

Brother Beats 
2014年結成。茨城県笠間市出⾝の兄弟による、マーチングテナードラムパフォーマンスユニット。 
マーチングバンドに使⽤されるテナードラムをメインに、国内各地において数々の⾳楽イベント出演を始め、地元茨城を中⼼に、 
企業や街中での⾏事や祭り等に出演し、多くの観客を魅了している。茨城県笠間市特別観光⼤使。 
 

3. 審査員 
□Visual Effect｜⼤川 勝⼰ □Music Effect｜⽥中 義之 
□Visual Proficiency｜井上 隆介 □Music Analysis｜清⽔ 康弘  
□Music Percussion Battery｜野上 孟 □Music Percussion Pit｜櫻井 公美 □Color Guard｜⼭脇 ⾥奈 
 

4. アンケートのお願い 
本⽇は、ご観戦いただき有難うございました。 
今後も価値ある⼤会 / イベント開催を⽬指していきます。 
みなさまの声を教えてください。 
 

5. ■ファンズフェイバリット賞 
マーチングファンがみんなで選ぶ賞です。最も多くの共感やマーチングファンの⽀持を集めた ショウ/パフォーマンス を披露したチームに与え
られます。部⾨毎にオンラインで投票を集計し、最も多くの票を集めたチームを各表彰式で発表し、表彰いたします。 
□Jr.MB 部⾨｜集計時間12:30-13:50 □  MB 部⾨｜集計時間14:30-16:30 
 

 

プログラム ライブ配信 

Jr.MB部⾨ MB部⾨ 

ご感想フォーム 


