
中学校の部
No 団　　　体　　　名 演奏形態 賞 代表

1 伊達市立霊山中学校 管打楽器五重奏 銅賞

2 二本松市立安達中学校 管打楽器七重奏 銅賞

3 伊達市立霊山中学校 管打楽器六重奏 銅賞

4 福島市立飯野中学校 管打楽器六重奏 銅賞

5 伊達市立霊山中学校 管打楽器五重奏 金賞

6 福島市立飯野中学校 木管三重奏 銀賞

7 伊達市立伊達中学校 打楽器三重奏 金賞

8 伊達市立梁川中学校 木管五重奏 銀賞

9 伊達市立伊達中学校 金管五重奏 金賞

10 伊達市立梁川中学校 打楽器三重奏 金賞

11 伊達市立伊達中学校 木管三重奏 金賞 代表

12 伊達市立梁川中学校 サクソフォン三重奏 棄権

13 福島市立蓬萊中学校 木管四重奏 銀賞

14 二本松市立二本松第一中学校 打楽器三重奏 金賞

15 国見町立県北中学校 木管三重奏 銀賞

16 二本松市立二本松第一中学校 金管八重奏 銀賞

17 国見町立県北中学校 管打楽器八重奏 銀賞

18 二本松市立二本松第一中学校 木管三重奏 金賞

19 大玉村立大玉中学校 管打楽器四重奏 銀賞

20 福島市立松陵中学校 管打楽器六重奏 銅賞

21 大玉村立大玉中学校 管打六重奏 銅賞

22 福島市立松陵中学校 木管四重奏 銀賞

23 大玉村立大玉中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

24 福島市立福島第四中学校 サクソフォン五重奏 金賞

25 福島市立平野中学校 管打楽器六重奏 銀賞

26 福島市立福島第四中学校 クラリネット五重奏 銀賞

27 二本松市立二本松第三中学校 管楽七重奏 銅賞

28 福島市立福島第四中学校 フルート四重奏 銀賞

29 二本松市立二本松第三中学校 管打楽器八重奏 金賞

30 福島市立清水中学校 打楽器五重奏 金賞

31 伊達市立月舘学園中学校 管打楽器六重奏 銅賞

32 福島市立清水中学校 フルート四重奏 金賞 代表

33 伊達市立月舘学園中学校 サクソフォン三重奏 銀賞

34 福島市立清水中学校 サクソフォン五重奏 金賞
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35 伊達市立月舘学園中学校 木管四重奏 銀賞

36 伊達市立松陽中学校 管打楽器八重奏 銅賞

37 川俣町立川俣中学校 管打七重奏 銅賞

38 伊達市立桃陵中学校 金管五重奏 銀賞

39 川俣町立川俣中学校 木管三重奏 銅賞

40 伊達市立桃陵中学校 管打楽器六重奏 銀賞

41 川俣町立川俣中学校 金管三重奏 銀賞

42 桑折町立醸芳中学校 管打楽器六重奏 銀賞

43 二本松市立二本松第二中学校 管打楽器五重奏 銅賞

44 桑折町立醸芳中学校 木管五重奏 銅賞

45 二本松市立二本松第二中学校 金管四重奏 銅賞

46 桑折町立醸芳中学校 管打楽器七重奏 銀賞

47 福島市立福島第三中学校 サクソフォン三重奏 金賞

48 福島市立北信中学校 サクソフォン五重奏 銀賞

49 福島市立福島第三中学校 打楽器三重奏 金賞 代表

50 福島市立北信中学校 クラリネット三重奏（小品） 銀賞

51 福島市立福島第三中学校 木管三重奏 金賞

52 福島市立北信中学校 クラリネット三重奏（魔法） 金賞

53 福島市立渡利中学校 木管八重奏 金賞 代表

54 福島市立福島第ニ中学校 打楽器三重奏 金賞

55 福島市立渡利中学校 打楽器五重奏 金賞 代表

56 福島市立福島第ニ中学校 金管七重奏 銀賞

57 二本松市立小浜中学校 管打楽器八重奏 銀賞

58 福島市立福島第ニ中学校 木管五重奏 銀賞

59 本宮市立本宮第一中学校 管打楽器五重奏 銀賞

60 本宮市立本宮第二中学校 管打楽器八重奏 銀賞

61 本宮市立本宮第一中学校 管打楽器四重奏 銀賞

62 本宮市立本宮第二中学校 打楽器六重奏 金賞

63 本宮市立本宮第一中学校 クラリネット四重奏 銀賞

64 福島市立岳陽中学校 管打楽器八重奏 金賞 代表

65 福島市立福島第一中学校 打楽器三重奏 銀賞

66 福島市立岳陽中学校 木管八重奏 金賞 代表

67 福島市立福島第一中学校 木管七重奏 銀賞

68 福島市立岳陽中学校 打楽器三重奏 金賞 代表
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69 福島市立福島第一中学校 金管八重奏 銀賞

70 福島市立野田中学校 打楽器三重奏 銅賞

71 本宮市立白沢中学校 木管三重奏 銅賞

72 福島市立野田中学校 木管八重奏 銀賞

73 本宮市立白沢中学校 管打楽器六重奏 銅賞

74 福島市立野田中学校 金管八重奏 金賞

75 福島市立信夫中学校 サクソフォン四重奏 金賞 代表

76 福島市立信陵中学校 木管八重奏 金賞

77 福島市立信夫中学校 管打楽器八重奏 金賞

78 福島市立信陵中学校 金管八重奏 金賞

79 福島市立信夫中学校 金管八重奏 銀賞

80 福島市立信陵中学校 打楽器三重奏 金賞

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。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、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、福島県吹奏楽連盟のホームページからダウンロードしてくだ

さい。団体所在地に郵送等で印刷された要項もお送りしますが、提出期間が短

いですので到着を待たずに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、事務局で完全抽選を行い県に提出します。その上で、同

一団体で複数チームが出ている部分を並べる等の調整を県事務局で行います。

出演時間は県事務局から発送される２次案内（１２月下旬）が届くまでわかりま

せんのでご注意ください。 
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