
決定 学校名 部活名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー

川口 さいたま市立浦和高校 音楽部 ホウカゴビヨリ 幻日 オリジナル

川口 さいたま市立浦和高校 音楽部 Poppin' Sparkle Cult Phenomenon オリジナル

川口 武陽学園西武台 西武台軽音楽部 用無しリンゴ シャカイノマド クリープハイプ

川口 武陽学園西武台 西武台軽音楽部 ラブ　アンド　ピッツ 新時代 ウタ（Ado）

川口 川口高校 軽音楽部 liberte あまのじゃく オリジナル

川口 川口高校 軽音楽部 DUMMY DAHLIA 夢幻 オリジナル

川口 川口青陵高校 軽音楽部 SUNNY 怪獣の花唄 Vaundy

川口 川口青陵高校 軽音楽部 JAM シルエット KANA-BOON

川口 蕨高校 軽音楽部 鯛'r オドループ フレデリック

川口 蕨高校 軽音楽部 Fleek fish! ダイアリング オリジナル

川口 川口工業高校 軽音楽部 TAKAHASICK ヒバナ DECO*27

川口 川口工業高校 軽音楽部 unknown 女々しくて ゴールデンボンバー

川口 戸田翔陽高校 軽音楽部 LUNAⅣ 紅蓮華 Lisa

川口 県立浦和高校 軽音楽同好会 Temporaries 飛行艇 King Gnu

川口 県立浦和高校 軽音楽同好会 band-aid Re:Re: ASIAN KUNG-FU GENERATION



決定 学校名 部活名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー

川越南 川越西 軽音楽部 The Idiots いつか Saucy Dog

川越南 川越西 軽音楽部 ユア・ラグミー Don't say "lazy" 放課後ティータイム

川越南 埼玉平成高校 軽音楽部 School of Rock TRACE WANIMA

川越南 埼玉平成高校 軽音楽部 No name 恋の列車 オリジナル

川越南 川越南高校 ギター部 Star Lilly スターライト オリジナル

川越南 川越南高校 ギター部 迷子めろんぱん デジャブラブ オリジナル

川越南 東野高校 軽音楽部 MANIAC 明日 SHISHAMO

川越南 東野高校 軽音楽部 Blue Coral Leaf What's Going On? official髭男dism

川越南 豊岡高校 軽音楽部 θ≦sin A≧θ KICKBACK 米津玄師

川越南 豊岡高校 軽音楽部 コクボックス パンドラボックス ポルカドットスティングレイ

川越南 大妻嵐山 ギター部 そるととゆかいなちょうみりょう（仮）Don't say "lazy" 放課後ティータイム

川越南 山村国際 軽音楽部 from'06 antique オリジナル

川越南 山村国際 軽音楽部 Ne-Crce じょいふる いきものがかり

川越南 立教新座高校 音楽部 けいはゆ 世界を奏でる オリジナル

川越南 立教新座高校 ジャズ研究会 Thursday Strasbourg/St.Denis Roy Hargrove



決定 学校名 部活名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー

杉戸 熊谷西高校 軽音楽部 holly hock 本当はね、 ヤングスキニー

杉戸 熊谷西高校 軽音楽部 Diva キモチ オリジナル

杉戸 越谷西高校 軽音楽部 4th.st. 瞬間センチメンタル SCANDAL

杉戸 越谷西高校 軽音楽部 ユニティ 115万キロのフィルム official髭男dism

杉戸 越谷東高校 軽音楽部 幸福未来創造団体 怪獣の花唄 Vaundy

杉戸 獨協埼玉高校 軽音楽部 どげね シグナル WANIMA

杉戸 獨協埼玉高校 軽音楽部 T's Me タッチ 岩崎良美

杉戸 杉戸高校 軽音楽部 @miktory 期限切れメモリー オリジナル

杉戸 杉戸高校 軽音楽部 puddings 夜明けと蛍 n-buna

杉戸 越谷北高校 ギター部 Fermata Trust me オリジナル

杉戸 越谷北高校 ギター部 Kir いい子症候群 オリジナル



決定 学校名 部活名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー

三郷北 浦和麗明高校 軽音楽部 Clouts キミシダイ列車 ONE OK ROCK

三郷北 浦和麗明高校 軽音楽部 Soda Pop Trust You オリジナル
三郷北 川口北高校 軽音楽部 Spica 会心の一撃 RADWIMPS
三郷北 川口北高校 軽音楽部 キムチ色のコンパス バクチ・ダンサー DOES
三郷北 草加南高校 軽音楽部 Verd's サムライハート カバー

三郷北 越ヶ谷高校 軽音楽部 iBeris 憧れ オリジナル

三郷北 越ヶ谷高校 軽音楽部 ブルージェイ 天青 オリジナル

三郷北 春日部共栄高校 軽音楽部 SOUND TRAVEL 拝啓、少年よ カバー

三郷北 三郷北高校 軽音楽部 あいぱんちゃ はゔぁ カバー

三郷北 三郷北高校 軽音楽部 KB's 飛行艇 カバー

三郷北 吉川美南高校 軽音楽部 ノンアルコール 少女S カバー

三郷北 草加東高校 軽音楽部 Spica 群青日和 カバー

三郷北 私立叡明高校 ロックバンド愛好会 Glacis あつまれ！パーティーピーポー カバー



決定 学校名 部活名 バンド名 演奏曲 オリジナル／カバー

与野 国際学院高校 軽音楽部 ラバーバンド 霞 オリジナル

与野 大宮東高校 軽音楽部 front number 高嶺の花子さん back number

与野 本庄東高校 軽音楽部 Youth ずっと君に・・ オリジナル

与野 深谷第一高校 軽音楽部 Creative Era. シルエット KANA-BOON

与野 深谷第一高校 軽音楽部 Groove Loop 群青日和 東京事変

与野 上尾高校 フォークソング研究同好会Ray line 洗濯機と君とラヂオ マカロニえんぴつ

与野 本庄高校 軽音楽部 Second title 10x オリジナル

与野 本庄高校 軽音楽部 memoLia アヤメ オリジナル

与野 岩槻高校 軽音楽部 Mirage 10月無口な君を忘れる あたらよ

与野 岩槻高校 軽音楽部 @U-CRown 明日も SHISHAMO

与野 与野高校 軽音楽部 White Lilian swim 04 Limited Sazabys

与野 与野高校 軽音楽部 AmbeR SKY 丸の内サディスティック 椎名林檎

与野 浦和西高校 M.A. chima chima 東京 きのこ帝国

与野 浦和西高校 M.A. 大莫迦 海の底 オリジナル

与野 浦和第一女子高校 フォークソング同好会 Limitters ブランケットロマンス オリジナル


