
第４８回福島県吹奏楽コンクール参加登録団体

県　　北　　支　　部 県　　南　　支　　部 会　　津　　支　　部 い　わ　き　支　部 相　　双　　支　　部

福島市立三河台小学校 郡山市立芳山小学校 会津若松市立鶴城小学校 いわき市立平第三小学校 南相馬市立鹿島小学校

福島市立渡利小学校 郡山市立薫小学校 会津若松市立城北小学校 いわき市立湯本第一小学校 南相馬市立原町第二小学校

福島市立平野小学校 郡山市立大島小学校 会津若松市立城西小学校 いわき市立植田小学校 南相馬市立原町第三小学校

福島市立笹谷小学校 白河市立白河第二小学校 会津若松市立謹教小学校 いわき市立汐見が丘小学校 南相馬市立石神第二小学校

伊達市立伊達小学校 矢吹町立矢吹小学校 会津若松市立日新小学校 いわき市立錦小学校 双葉町立双葉北小学校

矢吹町立善郷小学校 会津若松市立一箕小学校 いわき市立錦東小学校 富岡町立富岡第二小学校

会津若松市立永和小学校 浪江町立浪江小学校

会津若松市立門田小学校

会津若松市立城南小学校

会津若松市立東山小学校

会津若松市立小金井小学校

猪苗代町立千里小学校

喜多方市立第一小学校

福島市立福島第三中学校 郡山市立行健中学校 会津若松市立第一中学校 いわき市立平第一中学校 相馬市立中村第一中学校

福島市立福島第四中学校 郡山市立郡山第一中学校 会津若松市立第三中学校 いわき市立平第二中学校 相馬市立中村第二中学校

福島市立渡利中学校 郡山市立郡山第三中学校 会津若松市立第四中学校 いわき市立平第三中学校 相馬市立向陽中学校

福島市立岳陽中学校 郡山市立郡山第六中学校 会津若松市立第五中学校 いわき市立中央台北中学校 南相馬市立原町第一中学校

福島市立清水中学校 郡山市立郡山第七中学校 会津若松市立一箕中学校 いわき市立中央台南中学校 南相馬市立石神中学校

福島市立信陵中学校 郡山市立富田中学校 会津美里町立高田中学校 いわき市立四倉中学校 南相馬市立小高中学校

福島市立北信中学校 郡山市立大槻中学校 いわき市立久之浜中学校 浪江町立浪江中学校

福島市立信夫中学校 郡山市立小原田中学校 いわき市立小川中学校

伊達市立伊達中学校 須賀川市立第一中学校 いわき市立内郷第一中学校

伊達市立梁川中学校 須賀川市立第二中学校 いわき市立小名浜第一中学校

伊達市立松陽中学校 須賀川市立第三中学校 いわき市立小名浜第二中学校

伊達市立桃陵中学校 鏡石町立鏡石中学校 いわき市立玉川中学校

桑折町立醸芳中学校 田村市立船引中学校 いわき市立江名中学校

二本松市立二本松第一中学校 小野町立小野中学校 いわき市立泉中学校

二本松市立安達中学校 白河市立白河第二中学校 いわき市立湯本第一中学校

本宮市立本宮第一中学校 矢吹町立矢吹中学校 いわき市立磐崎中学校

本宮市立白沢中学校 いわき市立植田中学校

いわき市立植田東中学校

いわき市立錦中学校

福島市立福島第二中学校 郡山市立明健中学校 会津若松市立河東中学校 いわき市立中央台北中学校 新地町立尚英中学校

福島市立野田中学校 郡山市立郡山第二中学校 喜多方市立第一中学校 いわき市立泉中学校 大熊町立大熊中学校

福島市立松陵中学校 郡山市立郡山第七中学校 喜多方市立第三中学校 浪江町立浪江東中学校

福島市立飯野中学校 西郷村立西郷第二中学校

川俣町立川俣中学校 棚倉町立棚倉中学校

国見町立県北中学校

二本松市立二本松第三中学校

福島市立平野中学校 郡山市立日和田中学校 会津若松市立第二中学校 いわき市立内郷第二中学校 南相馬市立原町第二中学校

伊達市立霊山中学校 郡山市立喜久田中学校 会津若松市立北会津中学校 いわき市立好間中学校 南相馬市立原町第三中学校

二本松市立小浜中学校 郡山市立安積中学校 磐梯町立磐梯中学校 いわき市立湯本第二中学校 南相馬市立鹿島中学校

本宮市立本宮第二中学校 郡山市立安積第二中学校 猪苗代町立猪苗代中学校 いわき市立勿来第一中学校 飯館村立飯館中学校

大玉村立大玉中学校 郡山市立郡山第四中学校 喜多方市立第二中学校 いわき市立勿来第二中学校 双葉町立双葉中学校

二本松市立二本松第二中学校 郡山ザべリオ学園中学校 会津坂下町立第一中学校

須賀川市立西袋中学校 会津美里町立本郷中学校

須賀川市立稲田中学校 南会津町立田島中学校

須賀川市立大東中学校 下郷町立下郷中学校

天栄村立天栄中学校

三春町立三春中学校

白河市立東中学校

中島村立中島中学校

塙町立塙中学校

石川義塾中学校
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福島県立福島商業高等学校 福島県立安積高等学校 福島県立会津高等学校 福島県立磐城高等学校 福島県立相馬高等学校

福島県立福島北高等学校 福島県立安積黎明高等学校 福島県立葵高等学校 福島県立磐城桜が丘高等学校 福島県立相馬東高等学校

福島県立福島東高等学校 福島県立郡山東高等学校 福島県立会津学鳳高等学校 福島県立平商業高等学校 福島県立原町高等学校

福島県立福島南高等学校 福島県立郡山高等学校 福島県立会津工業高等学校

福島県立保原高等学校 福島県立あさか開成高等学校

福島県立安達高等学校 福島県立須賀川高等学校

福島成蹊高等学校 福島県立須賀川桐陽高等学校

桜の聖母学院高等学校 福島県立清陵情報高等学校

福島県立白河高等学校

福島県立白河旭高等学校

福島県立田村高等学校

日本大学東北高等学校

福島県立福島南高等学校 福島県立須賀川桐陽高等学校 福島県立会津高等学校

郡山女子大学附属高等学校 福島県立猪苗代高等学校

日本大学東北高等学校 福島県立喜多方東高等学校

福島県立福島明成高等学校 福島県立郡山北工業高等学校 福島県立若松商業高等学校 福島県立平工業高等学校 福島県立双葉高等学校

福島県立福島工業高等学校 福島県立岩瀬農業高等学校 福島県立喜多方高等学校 福島県立いわき総合高等学校 福島県立双葉翔陽高等学校

福島県立安達東高等学校 福島県立光南高等学校 福島県立喜多方桐桜高等学校 福島県立いわき光洋高等学校 福島県立浪江高等学校

福島県立本宮高等学校 福島県立修明高等学校 福島県立大沼高等学校 福島県立小名浜高等学校 福島県立富岡高等学校

福島県立川俣高等学校 福島県立小野高等学校 会津若松ザべりオ学園高等学校 福島県立磐城農業高等学校 福島県立相馬農業高等学校

帝京安積高等学校 福島県立勿来工業高等学校 福島県立小高商業高等学校

尚志学園尚志高等学校 福島県磐城第一高等学校

学校法人石川高等学校 いわき秀英高等学校

福島大学 日本大学工学部 福島工業高等専門学校

福島ウインドアンサンブル 郡山吹奏楽団 いわきシンフォニックウインドアンサンブル

フィール・ウインド・アンサンブル 須賀川吹奏楽団 いわき吹奏楽団

梁川交響吹奏楽団 サウンド・オブ・ユニオン ＡＣＵＡ

倉美館吹奏楽団 吹奏楽団「凛」

郡山ウインドアンサンブル

※　 　は県大会シード団体
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福島県立福島高等学校 郡山市立喜久田小学校 福島県立田島高等学校 福島県立湯本高等学校 飯館村立草野小学校

福島東稜高等学校 Leaf  spirit 会津若松ザべりオ学園小学校 クレハ吹奏楽団 懸の森ブラスアンサンブル

福島県立梁川高等学校 泉崎村立泉崎第一小学校 会津シンフォニック・アンサンブル 弥平四郎アンパンャブラスアンサンブル 南相馬市立原町第一小学校

福島市立吉井田小学校 白河市立白河中央中学校 西会津町立西会津中学校 ＩＢＣサクソフォンアンサンブル 南相馬市立原町第一小学校

いずみ歯科管楽アンサンブル 須賀川サクソフォンアンサンブル ＤＯＮミュージックスクール シエロアスールブラスアンサンブル ゴールドクラウンウインドアンサンブル

FUKUSHIMA SOUNDO DREAM 福島県立船引高等学校 あいづウインドシンフォニー 東日本国際大学

木管五重奏団　ＧＯＬＩｓ 郡山シティバンド Ensemble pour musique 磐城ウインドオーケストラ

ＳＰＭＢフレンズ 創価学会福島吹奏楽団 猪苗代町立長瀬小学校

信夫野金管アンサンブル 福島県立白河実業高等学校 会津大学

福島県立医科大学ウインドアンサンブル 郡山市立小原田小学校

聖光学院高等学校

桜の聖母学院中学校

桜の聖母学院高等学校吹奏楽部ＯＢ会

福島学院大学アンサンブル”Aes”

松韻学園福島高等学校
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