
第3回埼玉県高等学校軽音楽新人大会予選・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 予選結果
1 三郷北高校 軽音楽部 木蓮 手紙 オリジナル
2 草加南高校 軽音楽部 Twilight 見たくないもの KANA-BOON
3 越谷北高校 ギター部 EnvisioN カラフル オリジナル
4 草加東高校 軽音楽部 やるきなし innovation オリジナル 決勝進出
5 草加南高校 軽音楽部 CRIMINAL 追憶 オリジナル
6 獨協埼玉高校 軽音楽同好会 [:Disparate] ワタリドリ [Alexandros]
7 越谷南高校 ギター部 Secret mission メリッサ ポルノグラフィティ
8 草加東高校 軽音楽部 おこさまらんち スーパースターになりたい オリジナル
9 越ヶ谷高校（全日制） 軽音楽部 Homo Sapiens 夜 オリジナル 決勝進出

10 三郷北高校 軽音楽部 Jabba 泡 オリジナル
11 八潮高校 軽音楽部 妖怪娘 夢の浮世に咲いてみな ももいろクローバーＺvsKISS
12 昌平高校 軽音楽部 Weeds! 銀河鉄道999 ゴダイゴ
13 羽生高校 軽音楽部 アルデヒト ウォーカー オリジナル 決勝進出
14 春日部高校 軽音楽部 Peanuts God knows… 平野綾
15 三郷高校 軽音楽部 OUTER SPACE 寝癖 クリープハイプ 出場辞退
16 越ヶ谷高校（全日制） 軽音楽部 Promenade 僕に彼女ができたんだ SHISHAMO 決勝進出
17 八潮高校 軽音楽部 サブレ 小田急線 オリジナル 決勝進出



第3回埼玉県高等学校軽音楽新人大会予選・西会場(@立教新座高校)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 予選結果
1 県立川口高校 フォークソング同好会 ちんすこう space extinction オリジナル
2 川越南高校 ギター部 Fabrry's 今 オリジナル
3 蕨高校 軽音楽同好会 The Psychopath Nowhere People オリジナル
4 埼玉平成高校 軽音楽部 . 空へ オリジナル
5 新座高校 軽音楽部 ENG2 臆病の一歩 オリジナル
6 蕨高校 軽音楽同好会 YuRuRi＊アシンメトリー Empty your mind オリジナル
7 川口北高校 フォークソング愛好会 Shaking off sleepiness カートニアゴ FLiP 決勝進出
8 立教新座高校 ジャズ研究会 カプリッチョ　アイランド Strasbourg-St.Denis ロイ・ハーグローヴ 決勝進出
9 川越南高校 ギター部 てやんDay くるり オリジナル

10 川口青陵高校 軽音楽同好会 円周律 才悩人応援歌 BUMP OF CHICKEN
11 浦和麗明高校 軽音楽部 牛角 夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 決勝進出
12 県立川口高校 フォークソング同好会 BRASH GIRLS ロビンソン スピッツ
13 盈進学園東野高校 軽音楽部 じゃがばたー 量産型彼氏 SHISHAMO
14 松山高校 軽音楽部 LONELY CONE 会心の一撃 RADWIMPS
15 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 ピンクスパイダー RIZE 決勝進出
16 埼玉平成高校 軽音楽部 llA ミュージアム オリジナル 決勝進出
17 武蔵越生高校 軽音楽部 Unipass 前へ オリジナル



第3回埼玉県高等学校軽音楽新人大会予選・南会場(@浦和北高校)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 予選結果
1 国際学院高校 軽音楽同好会 フラッテロ アマオト オリジナル
2 熊谷西高校 軽音楽部 カカ 完全感覚Ｄreamer ONE OK ROCK
3 岩槻高校 軽音楽部 Link 初恋は微炭酸 オリジナル
4 岩槻高校 軽音楽部 le*ciel One way オリジナル 決勝進出
5 岩槻北陵高校 音楽部 Crazy カートニアゴ FLiP
6 不動岡高校 軽音楽同好会 0cal 1.2.step to you KANA-BOON
7 本庄高校 軽音楽部 ビビットカラー Missing ELLEGARDEN
8 さいたま市立浦和高校 音楽部 次回予告 Winter Melody オリジナル 決勝進出
9 与野高校 軽音楽部 Fission Material ハイライト オリジナル

10 県立浦和高校 軽音楽同好会 U^エ^U DAY×DAY BLUE ENCOUNT 決勝進出
11 国際学院高校 軽音楽同好会 Spiritoso（スピリトーソ） Highway race オリジナル
12 浦和北高校 軽音楽部 Fm800 セミの唄 オリジナル 決勝進出
13 与野高校 軽音楽部 GOMA々 フルドライブ KANA-BOON
14 浦和西高校 ＭＡ 金属レボルバー 3分の1 オリジナル
15 さいたま市立浦和高校 音楽部 Ashura 救世主 リアクションザブッタ
16 浦和北高校 軽音楽部 the Notice 光 オリジナル 決勝進出
17 鷲宮高校 軽音楽部 Persona じぶんROCK ONE OK ROCK


