
小学校の部
No 団　 　体　 　名 演奏形態 賞 代表

1 伊達市立伊達小学校 管打楽器八重奏 金賞 代表

2 福島市立渡利小学校 管打楽器六重奏 銀賞

3 伊達市立伊達小学校 木管八重奏 金賞 代表

4 福島市立渡利小学校 管打楽器七重奏 銀賞

5 伊達市立伊達小学校 管打楽器七重奏 金賞 代表

6 福島市立三河台小学校 クラリネット三重奏 金賞

7 福島市立清水小学校 管打楽器八重奏 銀賞

8 福島市立三河台小学校 サクソフォン三重奏 金賞

9 福島市立清水小学校 木管七重奏 銀賞

10 福島市立三河台小学校 金管八重奏 金賞

職場・一般の部
No 団　 　体　 　名 演奏形態 賞 代表

1 梁川交響吹奏楽団 金管八重奏 金賞

2 フィール・ウインド・オーケストラ 木管五重奏 銀賞

3 梁川交響吹奏楽団 木管八重奏 銀賞

4 しんせい南吹奏楽団 ホルン五重奏 銀賞

5 福島ウインドアンサンブル クラリネット七重奏 金賞 代表

6 しんせい南吹奏楽団 サクソフォン八重奏 銀賞

7 福島ウインドアンサンブル サクソフォン六重奏 金賞 代表

8 しんせい南吹奏楽団 管打楽器七重奏 銀賞

代表に選出されたチームの責任者の方へ 
 代表選出おめでとうございます。県大会の要項配付及び出演順抽選については、下記

の通りにさせていただきます。ご確認の上、遺漏のないように手続きを行ってください。よ

ろしくお願いいたします。 

・ 県大会要項は、福島県吹奏楽連盟ホームページ（https://fukushima-

suiren.jp/download）からダウンロードしてください。印刷された要項については配付しませ

ん。提出期限までの期間が短いですので、速やかにダウンロードをして、書類を作成して

ください。

・ 出演順については、事務局で抽選を行い県に提出します。県北支部の抽選順につい

ては本ホームページ内に掲載しております。出演時間は県事務局から発送される２次案

内（１２月下旬）でご確認ください。

福島県吹奏楽連盟県北支部



高等学校の部
No 団　　　体　　　名 演奏形態 賞 代表

1 福島県立福島南高等学校 金管八重奏 金賞 代表

2 聖光学院高等学校 管楽三重奏 銅賞

3 福島県立福島南高等学校 クラリネット六重奏 金賞 代表

4 福島県立福島北高等学校 木管三重奏 銀賞

5 福島県立福島南高等学校 フルート三重奏 金賞

6 福島県立福島北高等学校 管打楽器五重奏 銅賞

7 福島県立福島南高等学校 打楽器五重奏 金賞 代表

8 福島県立福島工業高等学校 打楽器三重奏 金賞 代表

9 福島成蹊高等学校 金管七重奏 金賞

10 福島県立福島工業高等学校 金管五重奏 銀賞

11 福島成蹊高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞

12 福島県立福島工業高等学校 木管八重奏 棄権

13 福島成蹊高等学校 フルート三重奏 金賞 代表

14 福島県立福島明成高等学校 管楽四重奏 銀賞

15 福島成蹊高等学校 打楽器七重奏 銀賞

16 福島県立福島東高等学校 打楽器四重奏 銀賞

17 福島県立橘高等学校 クラリネット三重奏 銀賞

18 福島県立福島東高等学校 木管五重奏 銀賞

19 福島県立橘高等学校 打楽器四重奏 銀賞

20 福島県立福島東高等学校 木管八重奏 棄権

21 福島県立橘高等学校 フルート三重奏 銀賞

22 福島県立福島東高等学校 金管八重奏 銅賞

23 福島県立橘高等学校 金管八重奏 銀賞

24 福島県立福島高等学校 金管八重奏 銅賞

25 桜の聖母学院高等学校 管打楽器八重奏 銀賞

26 福島県立福島高等学校 木管五重奏 銅賞

27 桜の聖母学院高等学校 金管五重奏 銅賞

28 福島県立福島高等学校 木管五重奏 銀賞

29 桜の聖母学院高等学校 クラリネット三重奏 金賞 代表

30 福島県立福島高等学校 打楽器五重奏 銀賞

福島県吹奏楽連盟県北支部



No 団　　　体　　　名 演奏形態 賞 代表

31 福島東稜高等学校 管打楽器七重奏 銅賞

32 福島県立保原高等学校 管楽七重奏 銀賞

33 福島東稜高等学校 金管三重奏 銅賞

34 福島県立安達高等学校 管楽六重奏 銅賞

35 福島県立福島商業高等学校 クラリネット四重奏 金賞

36 福島県立安達高等学校 打楽器三重奏 銀賞

37 福島県立福島商業高等学校 サクソフォン四重奏 銀賞

38 福島県立安達高等学校 木管六重奏 金賞

39 福島県立福島商業高等学校 木管三重奏 金賞 代表

40 福島県立安達高等学校 金管八重奏 銀賞

41 福島県立福島商業高等学校 打楽器三重奏 金賞 代表

代表に選出されたチームの責任者の方へ 
 

 代表選出おめでとうございます。県大会の要項配付及び出演順抽選について
は、下記の通りにさせていただきます。ご確認の上、遺漏のないように手続きを

行ってください。よろしくお願いいたします。 
 

・ 県大会要項は、福島県吹奏楽連盟ホームページ（https://fukushima-

suiren.jp/download）からダウンロードしてください。印刷された要項については配

付しません。提出期限までの期間が短いですので、速やかにダウンロードをして、

書類を作成してください。 

・ 出演順については、事務局で抽選を行い県に提出します。県北支部の抽選順

については本ホームページ内に掲載しております。出演時間は県事務局から発

送される２次案内（１２月下旬）でご確認ください。 

福島県吹奏楽連盟県北支部



県大会出演順 団体名 出演部門 演奏形態

2 伊達市立伊達小学校 小学校 管打楽器八重奏

9 伊達市立伊達小学校 小学校 管打楽器七重奏

14 伊達市立伊達小学校 小学校 木管八重奏

5 福島市立北信中学校 中学校 クラリネット五重奏

7 福島市立北信中学校 中学校 サクソフォン五重奏

13 福島市立岳陽中学校 中学校 金管八重奏

17 福島市立清水中学校 中学校 打楽器三重奏

22 福島市立北信中学校 中学校 打楽器六重奏

27 伊達市立伊達中学校 中学校 木管八重奏

34 伊達市立伊達中学校 中学校 打楽器三重奏

36 福島市立福島第三中学校 中学校 クラリネット五重奏

44 福島市立渡利中学校 中学校 木管八重奏

5 福島県立福島南高等学校 高等学校 クラリネット六重奏

6 福島県立福島南高等学校 高等学校 金管八重奏

12 福島県立福島商業高等学校 高等学校 打楽器三重奏

18 福島県立福島南高等学校 高等学校 打楽器五重奏

24 福島成蹊高等学校 高等学校 フルート三重奏

29 桜の聖母学院高等学校 高等学校 クラリネット三重奏

31 福島県立福島商業高等学校 高等学校 木管三重奏

39 福島県立福島工業高等学校 高等学校 打楽器三重奏

3 福島ウインドアンサンブル 職場・一般 クラリネット七重奏

6 福島ウインドアンサンブル 職場・一般 サクソフォン六重奏

令和４年福島県アンサンブルコンテスト出演順【県北支部】

県北支部代表に選出されました団体の皆様、おめでとうございます。 

厳正なる抽選の結果、出演順は上記の通りとなりました。県吹連ホームページ

（https://fukushima-suiren.jp/download）より必要書類をダウンロードして、速やかに手続きをし

てください。 


