
演

奏 演奏曲名(演奏順) 作(訳) 詞 者 作(編）曲 者 

№

　 1 　箱根山（箱根八里） 　鳥居　忱 　瀧　廉太郎 
2 神奈川県民歌「光あらたに」 　村瀬　輝光 　飯田　信夫

　補作　勝　承夫　
3 　仰げば尊し 　不　詳 　不　詳 

4 　第一応援歌 高橋　正雄　 　武　 芳明 

5 夕　日 葛原　しげる　　 　室崎　琴月 

6 　校　歌 葛原　しげる　　 　小松　耕輔 
7 　横浜第一中学校校歌 　佐佐木　信綱 　山田　耕筰 
8 　県立希望ヶ丘高校校歌 　飯田　侑 　三善　晃 
9 　野毛山節 　不　詳 　不　詳 
10 　赤い靴 　野口　雨情 　本居　長世

　(編曲) 増田　順平 
11 　校　歌 　佐佐木　信綱 　幸田　延 

12 　逍遥歌 　菅野　和俊 　石井　美左於 

13 　天が下しる 　酒井　忠治郎 　(編曲) 曽我貞次郎
　　　　旧制四高(「南下軍の歌」より） 

14 　冠たる伝統 　内田　雄康 　益田　克幸 

15 　コチャエ節 　1～３　不　詳 　不　詳 
4～５　太田　俊郎　　 　不　詳

　　平井　泰延 

16 　校　歌 　小林　好日 　小松　耕輔 
17 　厚高賛歌『健児は起てり』 　飯田　政孝 　大貫　紀良雄　
18 　第二応援歌 　不　詳 　不　詳 

19 　校　歌 　荒川　義治 　深山　桂 

20 　野に咲く花のように 　杉山　政美 　小林　亞星
　（編曲） 吉田　覚 

21 　定時制制歌 　高木　博 　岸　文代 

22 　校　歌 　林　古渓 　梁田　貞 

23 　校　歌 （明治４０年制定） 　本居　豊頴 　本居　豊頴
　　（編曲）　川上　哲夫 

24 　校　歌 （大正１３年制定） 　松岡　静雄 　信時　潔 
25 　校　歌 （昭和２１年制定） 　吉野　秀雄 　橋本　國彦 

26 　校　歌 （昭和５６年制定） 　團　伊玖磨 　團　伊玖磨 
27 　校　歌 葛原　しげる　　 　陸軍戸山学校軍楽隊 
28 　応援歌 　実方　正義 　長津　義司　

29 　校　歌（現在） 原作  三和　義彦 　團　伊玖磨 

補修  三好　達治 

30 　坂東武者（中学校校歌） 　高野　辰之 　信時　潔 

31 　応援歌 　不　詳 　不　詳 
32 　校　歌 　青木　在義 　岡野　貞一 
33 　伝えよう　輝く未来へ 　鶴田　理恵子 　戸田　顕

　　（市制５０周年記念相模原市愛唱歌） 
34 　校　歌 　鴇田　恵吉 　岡野　貞一 

35 　ドレミの歌 　オスカー・ハマー 　リチャード・ロジャース 
（日本語詞：ペギー葉山） 　　　　　スタイン２世 

36 　第一応援歌 　不　詳 　不　詳 

37 　校　歌 　山本　茂 　高城　重之

　石渡　日出夫 
（編曲） 高木　東六 
（  〃 ） 佐々木　栄治 

38 　校友の歌「自由の園生」 　杉本　敏加寿 　中田　章 
39 　校　歌　 　座間　美都治 　松田　十蔵 

40 　青春の歌 　熊沢　義宣 　鏑木　欽作 

41 　選手を送る歌 　園　　 冬晴 鏑木　欽作 

42 　校　歌 　北原　白秋 　山田　耕筰 

43 平塚高等女学校校歌 　橋爪　喜代松 　三輪　英子 
15 44 　校　歌 　木俣　修 　平井　保喜 

45 　第一応援歌 　井上　弘 　武石　英夫 
46 　校　歌 　横田　笙人 　八洲　秀章 
47 　応援歌 　不　詳 　不　詳 
48 　校　歌 　本校詩歌研究部 　下総　皖一 
49 　横浜第三中学校校歌 　藤村　与六 　大中　寅二 

50 　大秦野高等学校校歌 　吉田　精一 　平井　康三郎 

51 　秦野総合高等学校校歌 　稲岡　俊一 　寺島　雅春 
52 　庭球優勝記念歌 　丹羽　寿雄 　三根　徳一

　  （県下女子中等学校球技大会） 　（ディック・ミネ） 
53 　川崎中学校校歌 　佐佐木　信綱 　福井　直秋 

19 54 　旧　校　歌 　山本　太郎 　灰野　謙三 

55 　新校歌（世界のどこかで誰かが歌う） 　島田　雅彦 　池辺　晋一郎 

56 　横浜第二高等女学校校歌 　国語漢文部 　橋本　国彦 
57 　校　歌 　神保　光太郎 　中田　喜直 
58 　校　歌 　二宮　龍雄 　中村　太郎 
59 　鶴陵健児の歌（応援歌） 　不　詳 　不　詳 

60 　校　歌 　深尾　須磨子 　大木　正夫 
22 61 　応援歌 　市川　実 　青戸　牧子 

62 　逍遙歌 　山岡　嘉次 　小上馬　朋治 
63 　光陵高校の歌 　石渡　比泥夫 　三好　明雄 
64 　光陵高校応援歌　 　生徒の合作（詳細不明） 　戸塚　克郎 
65 　校　歌　 　三木　卓 　林　　　光 
66 　開校の歌 　井上　弘 　宮川　匡 
67 　茅ヶ崎市歌 　川原　利也 　中村　八大 

25 　補作　中村　和之　

68 　校　歌 　森岡　正作 　村井　恒雄

　川崎高校柏葉会

　追浜高校うしお会

　鶴嶺高校同窓会 

同窓会名（開校順)

　横須賀大津高校たちばな会

　横須賀高等学校朋友会 

横浜翠嵐高校翠嵐会

　湘南高校湘友会 

秦野高校広陵会

　小田原高等学校同窓会

　厚木高校戸陵会 

1 

3 

4 

5

　上溝高校鳩友会

　逗子高校秀麗会 16

　横浜緑ヶ丘高校牧陵会 17 
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　平塚江南高校江南同窓会 
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20 

18 

7 
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希望ヶ丘高校桜蔭会 

横浜平沼高校真澄会 
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6 　厚木東高校常盤会

　秦野総合高校同窓会 
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13 　商工高校同窓会

　吉田島総合高校同窓会 8 

平塚農業高校同窓会 

参加者全員合唱曲

　横浜立野高校同窓会 

21 　鶴見高校同窓会 

24 　港南台高校同窓会 

23 　光陵高校光陵会


