
第2回埼玉県高等学校軽音楽コンテスト新人大会・東会場(@三郷北高校)結果一覧

演奏順 学校名 部活動名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー 大会結果
1 県立越ヶ谷高校 軽音楽部 chelsea ないものねだり KANA-BOON
2 県立越谷西高校 軽音楽部 Sparkling はんぶんこ Stereopony 優秀賞
3 県立岩槻高校 軽音楽部 Willkinsons American idiot Green Day
4 獨協埼玉高校 軽音楽同好会 Fearless Progress オリジナル
5 県立草加南高校 軽音楽部 ぽんぽん。 星が瞬くこんな夜に supercell 奨励賞
6 県立越谷南高校 ギター部 Red Point Re:make ONE OK ROCK
7 県立草加南高校 軽音楽部 湯木慧 影 オリジナル 最優秀賞
8 県立岩槻北陵高校 音楽部 Honey Honey オリジナル 優秀賞
9 県立草加東高校 軽音楽部 RHOMBUS えいりあんの唄 オリジナル

10 県立三郷北高校 軽音楽部 木蓮 The reason オリジナル
11 県立岩槻高校 軽音楽部 le＊ciel 好きなのに（仮） オリジナル
12 県立草加東高校 軽音楽部 おこさまらんち 恋する SHISHAMO 奨励賞
13 県立三郷北高校 軽音楽部 Jabba はじまりの唄 オリジナル
14 県立八潮高校 軽音楽部 サブレ ソラニン ASIAN-KUNG-FU-GENERATION 奨励賞
15 県立川口北高校 フォークソング愛好会 タピオカ 涙よ光れ SCANDAL
16 県立岩槻北陵高校 音楽部 nova 叶えたい オリジナル
17 獨協埼玉高校 軽音楽同好会 The Elastic Band Pumped up kicks Foster The People



第2回埼玉県高等学校軽音楽コンテスト新人大会・西会場(@川越南高校)結果一覧

演奏順 学校名 部活動名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー 大会結果
1 国際学院高校 軽音楽同好会 No Limit 僕ら オリジナル 奨励賞
2 県立川越南高校 ギター部 てやんDay 灑涙雨 オリジナル
3 埼玉平成高校 軽音楽部 ． 砂時計 オリジナル
4 県立日高高校 軽音楽部 いくらCHAン ドラゴンクエスト「序曲」 すぎやまこういち
5 県立松山高校 軽音楽部 LONELY CONE ないものねだり KANA-BOON 奨励賞
6 山村学園高校 軽音楽部 INFINITY 恋愛勇者 Last.Note.GUMI
7 立教新座高校 音楽部 ぽいふる おしゃかしゃま RADWIMPS
8 埼玉平成高校 軽音楽部 無計画 衛星放送 オリジナル 優秀賞
9 県立越生高校 軽音楽部 SMILE MOON 恋物語 オリジナル

10 国際学院高校 軽音楽同好会 Iltesoro アマオト オリジナル
11 県立越生高校 軽音楽部 The Utsugi's 君の知らない物語 supercell
12 東野高校 軽音楽部 骨なし軟体動物 ラフメイカー BUMP OF CHCKEN 最優秀賞
13 県立新座高校 軽音楽部 THE FOOL ヴァンパイア Janne Da Arc
14 立教新座高校 ジャズ研究会 ケンミントン Sunny Bobby Hebb 奨励賞
15 武蔵越生高校 軽音楽部 Uni pass K BUMP OF CHCKEN
16 県立川越南高校 ギター部 √AI Believe myself オリジナル 優秀賞



第2回埼玉県高等学校軽音楽コンテスト新人大会・南会場(@川口工業高校)結果一覧

演奏順 学校名 部活動名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー 大会結果
1 武南高校 軽音楽部 SHERBET スターラブレーション ケラケラ
2 県立浦和北高校 軽音楽部 croce START オリジナル
3 県立川口高校 フォークソング同好会 Ace in the hole 午夜の待ち合わせ Hello Sleep walkers
4 県立与野高校 軽音楽部 LOM ジレンマ ecosystem
5 県立不動岡高校 軽音楽同好会 Cloud 9 Chance to Change オリジナル
6 県立不動岡高校 軽音楽同好会 One Peridot Now or Never ナノ 優秀賞
7 市立浦和高校 音楽部 次回予告 花火 オリジナル 優秀賞
8 県立川口高校 フォークソング同好会 KK69 Depression オリジナル
9 県立蕨高校 軽音楽同好会 あるぺと LIFE～目の前の向こうへ～ 関ジャニ∞

10 県立浦和北高校 軽音楽部 Fm800 つまりは心と心（仮） オリジナル 優秀賞
11 県立川口青陵高校 軽音楽同好会 Univers ないものねだり KANA-BOON
12 県立本庄高校 軽音楽部 壱期壱会 バクチ・ダンサー DOES
13 川口工業高校 軽音楽同好会 ヨーロピアンシュガーコーン ZERO RIZE 奨励賞
14 県立浦和西高校 ミュージックアソシエーション ペンタゴン貿易 ガンコウ オリジナル 最優秀賞
15 市立浦和高校 音楽部 Awabi Eating Dogs イマジネーション SPYAIR 奨励賞
16 県立熊谷西高校 軽音楽部 デジャヴ ABCD オリジナル
17 小松原女子高校 軽音楽部 牛角 夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 奨励賞


