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平成２９年度 福島県芸術祭参加行事 

第３５回福島県マーチングフェスティバル 
（第３６回全日本小学校バンドフェスティバル福島県大会） 
（第３０回全日本マーチングコンテスト福島県大会） 

(第４６回マーチングバンド･バトントワーリング福島県大会) 

開 催 要 項 
 
１．目  的   小学校バンドやマーチングバンド、バトントワーリングの普及発展を図りその

活動を通して豊かな情操と節度ある気風を育てることにより学校教育や幼児・

児童・生徒・一般の社会教育に貢献すると共に地域社会の文化の向上に資する。 

２．主  催   福島県吹奏楽連盟・朝日新聞社 

福島県マーチングバンド協会 

３．後  援   福島県・福島県教育委員会・福島市教育委員会・福島県小学校長会 

福島県中学校長会・福島県高等学校長協会・福島県高等学校文化連盟 

福島民報社・福島民友新聞社・ＮＨＫ福島放送局・ラジオ福島 

福島テレビ・福島中央テレビ・福島放送・テレビユー福島 

４．主  管   福島県吹奏楽連盟県北支部 

５．協  力   株式会社ヤマハミュージックジャパン 

６．期  日   平成２９年 ９月２４日(日) ＡＭ１０:２０開演 

７．会  場   福島県営あづま総合体育館 （福島市佐原字神事場１ ℡024-593-1111） 

８．参加資格   福島県吹奏楽連盟及び福島県マーチングバンド協会加盟の吹奏楽、マーチング

バンドの団体及びバトントワーリングの団体。 

９．参加部門  （１）小学校バンドフェスティバル部門（全日本吹奏楽連盟） 

              小学校の部（複数の小学校による合同バンドの参加は認める） 

        （２）マーチングコンテスト部門（全日本吹奏楽連盟） 

              中学校の部、高等学校以上の部 

        （３）ビギナー部門（東北吹奏楽連盟の特別部門） 

              中学校の部、高等学校以上の部 

        （４）マーチングバンド部門（日本マーチングバンド協会） 

              Ａ：フェスティバルの部 

保育園・幼稚園、小学生、中学生、高等学校、一般の部 

              Ｂ：コンテストの部 

小学生、中学生、高等学校、一般の部 

        （５）バトントワーリング部門 

10．審 査 員   井 芹 康 貴（一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員） 

田 中 久仁明（一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員） 

鰐 部 幹 男（一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員） 

11．演技内容  小学校バンドフェスティバル福島県大会実施規定、マーチングコンテスト福島県 

大会実施規定、第４６回マーチングバンド・バトントワーリング福島県大会基本

実施規定を参照 

12．編成人数  小学校バンドフェスティバル福島県大会実施規定、マーチングコンテスト福島県 

大会実施規定、第４６回マーチングバンド・バトントワーリング福島県大会基本

実施規定を参照 

13．楽器曲目  小学校バンドフェスティバル福島県大会実施規定、マーチングコンテスト福島県 

大会実施規定、第４６回マーチングバンド・バトントワーリング福島県大会基本 

実施規定を参照 
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14．演技時間  （１）小学校バンドフェスティバル部門（全日本吹奏楽連盟）   ７分以内 

        （２）マーチングコンテスト部門（全日本吹奏楽連盟）      ６分以内 

        （３）ビギナー部門（東北吹奏楽連盟の特別部門）        ５分以内 

（４）マーチングバンド部門（日本マーチングバンド協会） 

            ①保育園・幼稚園の部                １０分以内 

            ②小学生の部、中学生の部            ６分３０秒以内 

            ③高等学校の部、一般の部               ８分以内 

（フェスティバルの部・コンテストの部 共通） 

        （５）バトントワーリング部門              ３分４５秒以内 

15．部門順序  日本マーチングバンド協会フェスティバル部門・全日本吹奏楽連盟・日本マーチ

ングバンド協会コンテスト部門の順に演技 

16．演技順序  出演順抽選会を行わず、大会事務局で抽選して決める。（８月18日抽選予定） 
17．演技フロア  ３０ｍ×３０ｍフロア 

18．東北大会への推薦 

       （１）第３６回全日本小学校バンドフェティバル東北大会（東北吹奏楽連盟） 

第３０回全日本マーチングコンテスト東北大会（東北吹奏楽連盟） 

            日 時  平成２９年１０月２９日(日) 

            場 所  奥州市総合体育館Ｚアリーナ 

            推 薦  小学校バンドフェスティバルとマーチングコンテストを通し

７団体。ただし、小学校バンドフェスティバルの代表数は最

大４団体まで。県代表７団体の他に、ビギナーの部に参加し

た団体は東北大会に参加できる。 

       （２）第４６回マーチングバンド･バトントワーリング東北大会 

（東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟） 

            日 時  平成２９年１０月２８日(土)～１０月２９日(日) 

            場 所  セキスイハイムスーパーアリーナ 

            推 薦  マーチングバンド部門  小学生の部    ４団体 

                             中学生の部    １団体 

                             高等学校の部   １団体 

                             一般の部     ２団体 

                 フェスティバル部門            ３団体 

19．参 加 費   各部門１団体  10,000円 

（吹奏楽連盟とマーチングバンド協会の両部門に出場した場合は、20,000円） 

20．入 場 券   中学生以上 1,500円、小学生 500円。ただし、保育園、幼稚園の保護者入場

券は、予約申込に限り1,000円で販売する 

※出演団体には、出演者＋指揮者＋５名分の出演者用リボンを配付します。 

※出演団体の長には、後日、招待状を郵送します。 

※小学生以上は、入場券が必要となります。（未就学児は無料） 

※予約された入場券は、入金確認後各団体へ郵送します。 

21．プログラム   プログラム  500円（出演者数分は、必ず申し込むこと） 

※各団体に５部進呈します。 

          ※申し込まれたプログラムは，当日受付にてお渡しします。 

          ※招待状をお持ちの方には，受付でプログラムをお渡しします。 

22．参加経費   大会出場に要する費用は、参加団体の負担とする。 
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23．表 彰   吹奏楽連盟は、各部門毎に、金賞、銀賞、銅賞の賞状を贈る。 

          マーチングバンド協会は、保育園・幼稚園・小学生の部は、優秀賞の賞状を贈

る。中学校・高等学校・一般の部は、金賞、銀賞、銅賞の賞状を贈る。 

          初出場の団体の中から１団体にＹＯＳＨＩＭＩ賞を贈る。 

          ㈱フォトライフより、視覚的に最も訴えるもののあった団体にフォトライフ

賞が贈られる。 

24．会場設営会   大会前日９月２３日(土)９:００から１２:００まで、会場設営のため、２名

程度の団体関係者の派遣にご協力ください。（交通費は、参加団体負担） 

25．リハーサル   平成２９年９月２３日(土) １３:００～２０:３０ （希望団体のみ） 

           ※ 前日リハーサル希望団体は、リハーサル希望申込書に希望時間を明記

の上、大会事務局まで申し込んでください。リハーサル時間割は、各団

体の希望時間を考慮して大会事務局で決定します。 

※ 当日のリハーサルはありません。当日は、演技フロアの下見は可能で

すが、練習や楽器の持ち込みはできません。 

26.審査員との情報交換会 

大会閉会式終了後、審査員との情報交換会を開催する。（希望団体のみ） 

・各団体５分間程度、体育館内２階和室にて審査員と個別に情報交換をする。 

・会場より遠方の地区の団体から順に行う。 

27．提出書類  

    ◎【共 通】…全団体が提出する。 

    ◎【吹奏楽連盟／保育園・幼稚園の部】…吹奏楽連盟の部門に出場する団体と保育園・幼

稚園が提出する。 

    ◎【マーチングバンド協会】…保育園・幼稚園を除くマーチングバンド協会の部門に出場

する団体が提出する。 

    ◎吹奏楽連盟とマーチングバンド協会の両部門に出場する場合は、両方提出する。 

  【共 通】  

 （１）リハーサル希望申込書【様式 共No.1】     １部 

 （２）入場券申込書（９月７日まで可），プログラム申込書【様式 共No.2】 １部 

 （３）送金内訳書及び「振込明細書」貼付用紙【様式 共No.3】   １部 

 （４）演奏利用明細書（日本音楽著作権協会提出用）    １部 

 （５）楽曲と作曲者・編曲者等がわかる部分の楽譜のコピー   各１部 

※表紙等をＡ４サイズで提出すること 

 （６）プログラム・アナウンス用調査用紙【様式 共No.4】   １部＆ﾃﾞｰﾀ 

 （７）演奏演技開始の意思表示記入用紙【様式 共No.5】    １部 

 （８）演奏演技終了の意志表示記入用紙【様式 共No.6】    １部 

 （９）行動計画書【様式 共No.7】（９月19日までＦＡＸ可）   １部 

 （10）出演団体写真         ﾃﾞｰﾀ 

   ※（６）プログラム・アナウンス用調査用紙は、紙媒体の他にデータでも提出する。福島県 

吹奏楽連盟のＨＰから様式をダウンロードし、入力後メールに添付して送信する。 

   ※（10）出演団体写真はメールに添付してデータ（ＪＰＥＧ形式等）で提出するが、写真そのも

のを提出したい場合は、写真裏面に団体名を記入し郵送すること。 

※ 提出メールアドレス ｆｍａ＿ｋａｚｕｍａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ 

  【吹奏楽連盟／保育園・幼稚園の部】 

 （ア）参加申込書【様式 吹No.1】       １部 

 （イ）編曲許諾書のコピー（該当団体のみ）     各１部 

 （ウ）規定課題演技申告書【様式 吹No.2】(マーチングコンテスト部門のみ) １部 



4 

 

  【マーチングバンド協会】 

  １ 参加申込書         １部＆ﾃﾞｰﾀ 

  ２ 構成メンバー登録書        １部＆ﾃﾞｰﾀ 

  ３ 音楽著作権使用許諾に関する確認書      １部＆ﾃﾞｰﾀ 

  ４ 特殊効果申請書        １部＆ﾃﾞｰﾀ 

  ５ アンケート         １部＆ﾃﾞｰﾀ 

※ マーチングバンド協会提出資料は、各団体がメールで様式データを申請し、作成する。 

※ 作成したデータは、メールに添付して送信する。（データ名「団体名 参加申込み」） 

※ 提出用資料１～５は、プリントアウトして、紙媒体でも大会事務局に提出する。 

資料データ申請・提出メールアドレス ｆｍａ＿ｋａｚｕｍａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ 

 

28．銀行振込先   銀行名  東邦銀行  桑折支店 

          口座番号  普通口座  ３４８５４７ 

          口座名  福島県吹奏楽連盟 理事長 田母神貞子（たもがみ ていこ） 

                      （振込名は、必ず団体名でお願いします） 

29．参加申込   平成２９年８月１７日(木)郵送・メール必着 (ＦＡＸでは、受付しません) 

          （弁当は、９月１５日まで「旅行サロン福島」に直接申し込んでください。） 

30．申込先(郵送先) 〒960-8141 福島県福島市渡利字七社宮１７ 福島南高校 内 

福島県マーチングフェスティバル大会事務局  矢 野  亮 

                        TEL090-9632-6912 学校FAX024-521-6400 


