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１．	 ３分間待ってやる 
	   Hr. 高橋(2)  佐藤(1)  堂園(M1)  伊藤(1) 

	 ♪	 O du fröhliche / シチリア民謡	 
 ♪	 geburtstagsmarsch(お誕生日マーチ) / Heinz Liebert 

 

２．	 つみ INKO 
   Vn. 大原(2) 加藤(2) 出井(2) 長島(2)  Va. 木村(2) 室内(2) 茂泉(2)  Vc. 市川(2) 

♪	 調和の霊感７番 /ヴィヴァルディ 

 

３．	 １２ほるんず～俺たちの闘いは、これからだ!!～ 
	 	 Hr. 小川(2)	 山野井(2)	 高橋(2)	 佐藤(2) 

 ♪	 フェアプレイ	 ⅡⅢ / Edward.J.Gogolak 

 

４．	 2DIOS(仮) 
  Vc. 本間(1)	 鈴木(1) 
  ♪	 offenbach cello duo Op.49 / J.Offenbach 

 

５．	 １ｓｔたいせき 
  Hr. 柏木(3) 日野(3) 小川(2) 佐藤(2) 高橋(2) 山野井(2) 伊藤(1) 佐藤(1) 山中(1) 堂園(M1) 
  ♪	 Let it be / 作・レノン＝マッカートニー	 編・青島広志 

 

６．	 バッハ様ありがとう（ショートヴァージョン） 
  Vn. 長島(2)  Fl. 橋本(2)  Pf. 櫻田(2) 
  ♪	 音楽の捧げもの	 トリオ・ソナタ	 第２楽章 / J.S.バッハ 

 

７．	 帰ってきた理学部ほるんず 
  Hr. 柏木(3)	 小川(2)	 高橋(2)	 佐藤(1)	 佐藤(2) 
  ♪	 シネマノスタルジア / となりのトトロ 
  ♪	 となりのトトロ / 作・久石譲	 編・HIROKI	 kswg 

 



 

８．	 長野県アンサンブル 
  Vn. 宮坂(3) 加藤(2) 酒井(OB)  Vc. 菊池(3)  Hr. 山野井(2) 北村(4)	  Cl. 倉崎	 Fg. 堀込 
  ♪	 信濃の国 / 北村	 季晴 

 

９．	 YBODS（山野井を墓地に送り、堂園を召喚！） 
  Hr. 日野(3)	 小川(2)	 高橋(2)	 堂園(M1) 
  ♪	 ６つの四重奏曲	 第１曲、第３曲 / N.Tscherepnine 

 

１０．来年こそは５重奏を 
   Perc. 志保井(2)	 原(1) 
   ♪	 11/8 /リヒャルト・ホッホライナー 

 

１１．多少、大目に見てください 
   Hr. 日野(3)	 高橋(2) 
   ♪	 TROIS GRANOS DUOSより / GALLAY 

 

１２．チームヤンフェス 
   Fl. 太田(1)  Ob. 宮地(1)  Cl. 柳橋(1)  Fg. 山川(2)  Hr. 佐藤(1) 
   ♪	 となりのトトロ / 久石譲 

 ♪	 海の見える街 / 久石譲 

 

１３．一年生はどこだ！一年生を出せ！（CV.カオナシ） 
  Trb. 山崎(4) 長沼(4) 内藤(3) 小池(3) 鳥飼(2) 安谷屋(2)  Tuba. 瀬底(3) 櫻井(1) 
  ♪	 Toccata / Frescobaldi 
 
 
 
 
 

―	 休憩	 ― 
 
 

 



 

１４．第２回！！別にじゃりがうらやm(ry 
Fl. 今(2) 橋本(2) 平松(2) 井手(1) 太田(1) 室内(2)	 	 Ob.五島(2) 西山千(1) 
Cl. 宮本(1) 柳橋(1) 竹内(3) 横田(3) 椿(2) 菊池(3)	 	 BCl. 堀込(2)  
Fg. 山川(2) 菊池真(1)	 	 Sax. 上野(1) 宮地(1) 高野(4)  
Trp. 櫻田(2) 村川(2) 丸山(2) 田上(1) 小川(1) 堀田(1)  
Hr. 小川(2) 佐藤(2) 高橋(2) 山野井(2) 佐藤(1) 日野(3)  
Trb. 安谷屋(2) 鳥飼(2) 小池(3) 伊藤(1)	 	 Euph. 内藤(3)	 	 Tuba櫻井(1) 瀬底(3)  
Cb. 川崎(1)	 	 Perc. 志保井(2) 原(1) 茂泉(2) 坂口(1) 山中(1) 本間(1)	 	 指揮：柏木(3) 
♪	 大草原の歌 / Rex Mitchell 

 

１５．みそしるアンサンブル 
  Trp. 小田島(4) 仲村(4)	 Hr.北村(4) [山梨(4)]  Trb.山崎(4) 長沼(4) 
  ♪	 さまざまなみそしるたち / 仲村登志樹 

 

１６．ダイキヒロキトリカイ 
  Fl. 橋本(2)	 Ob. 鳥飼(3)	 Cl. 横田(3)	 Fg. 斎藤(3)	 Hr. 柏木(3) 
  ♪	 17世紀の古いハンガリー舞曲 / FARCAS FERENC 

 

１７．文系ほるんずりたーんず 
  Hr. 日野(3) 山野井(2) 伊藤(1) 
  ♪	 Horn Trio Op.82 / Anton Reicha 

 

１８．原点回帰 
  Fl. 早川(4)	 Ob. 越野(4) 佐藤(4) 畑(4)	 Cl. 倉崎(4) 平井(4)	 Fg. 小山(4) 秋澤(4)  

 Hr. 北村(4) 小川(2) 
 ♪	 ディベルティメント / ハイドン 

 

１９．色々と不揃いな私たち season2 
  Hr. 日野(3) 柏木(3)	 Trb. 小池(3) 内藤(3)	 Tuba 瀬底(3) 
  ♪	 星条旗よ永遠なれ / ジョン・フィリップ・スーザ 

 

 



 

２０．チームリベンジ 
  Fl. 早川(4) 橋本(2)	 Cl. 倉崎(4) 平井(4)	 Fg. 秋澤(4) 上野(1)	 Hr. 北村(4) 佐藤(2) 
  ♪	 夢 /ドビュッシー 

 

２１．極楽鳥飼 feat.Zoo～はびこる老害とゆかいな仲間たち～ 
  Trp.丸山(2) 村川(2) 櫻田(2)	 Hr.山野井	 Trb. 小池(3) 鳥飼(2)	 Euph.内藤(3)	 Tuba 櫻井
(1) 
  ♪	 極楽鳥 / 石川亮太 

 

２２．むさデルソン 
  Vn. 加藤(2) 松井(2)	 Va. 木村(2)	 Vc. 市川(2) 
  ♪	 弦楽四重奏第３番第２楽章 / ブラ‐ムス 

 

２３．とししハウス 
  Trp. 小田島(4) 仲村(4)	 Hr. 北村(4)	 Trb. 内藤(3)	 Tuba 瀬底(3) 
  ♪	 金管五重奏曲第３番 / エヴァルド 

 

２４．この中に１人あやのっちがいる！ 
  Fl. 平松(2)	 Ob. 鳥飼(3)	 Cl. 柳橋(1)	 Fg. 堀込(2)	 Hr. 山野井(2) 
  ♪	 木管五重奏曲	 ⅢVIVACE / タファネル 

 

２５．じゃりオケ 
  1年弦楽器	 Va. 室内(2) 茂泉(2) 
  ♪	 リュートのための古風な舞曲とアリア	 第３組曲 / O.レスピーギ 
 


