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県　大　会　 支　部　大　会 県　大　会　 支　部　大　会 県大会 支部大会
函館 函館地区　8/25　函館市民体育館 函館
日胆 1/19(高大)、20(小中職一)　苫小牧市文化会館 日胆

札幌 1/11（小）、12（中高大職一）　札幌市教育文化会館 札幌

空知
1/18(小高大)　岩見沢市文化センタｰ
1/19(中職一)　岩見沢市民会館

空知

旭川 旭川地区　9/14　旭川大雪アリーナ 1/19　旭川文化会館 旭川

名寄 名寄

北見 北見地区　9/15　遠軽町総合体育館 1/18、19　北見芸術文化ホール 北見

釧路 釧路地区　8/25  湿原の風アリーナ釧路 釧路

帯広 1/19　帯広市民文化ホール 帯広

留萌 留萌

稚内 稚内

青森
7/26(中合同・中小編成・高)、27(中)、28(小・高小編成･大･職一)
　　リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

9/22  スポカルイン黒石 1/11～12　八戸市公会堂 青森

岩手

7/27・28(中・高・大）
　　岩手県民会館
8/3・4（小・中小編成・高小編成・職一)
　　二戸市民文化会館

9/29　奥州市総合体育館
1/18(中大)、19(小職一高)　奥州市文化会館 岩手

宮城
8/1（高小編成・高）、2（中小編成）、3(中）、4（小・大・職一）
　　仙台市泉文化創造センター

9/29　仙台市体育館 1/25(中)、26(小高大職一)　名取市文化会館 宮城

秋田 8/4(大・職一)　湯沢文化会館
8/9～11（中高）　秋田県民会館

秋田　5/5　秋田県立体育館
大館　9/22　大館市樹海体育館
美郷　9/29　美郷町総合体育館

1/18、19　秋田県民会館 秋田

山形
7/26（高小編成・高）、27（中）、28（中小編成・小・大・職一）
　　やまぎんホール（山形県県民会館）

9/21　山形県総合運動公園 1/18(中）、19(小高大職一)　酒田市民会館 山形

福島

8/3（中）、4（高）
　　郡山市民文化センター
8/10（中小編成・高小編成）、11（小・大・職一）
　　いわき芸術文化交流館アリオス

9/22 福島県営あづま総合体育館 1/18(小中）、19（高大職一）　いわき芸術文化交流館アリオス 福島

茨城

7/28（小）
　　ひたちなか市文化会館
8/7(高A）、8（中A）、9（中B）、10（小大選・高B）、11（大・職一）
　　茨城県立県民文化センター

8/18  ひたちなか市総合運動公園総合体育館
12/14(小)、15(大職一)　筑西市明野公民館
12/25（高）、26（中）　牛久市中央生涯学習センター

茨城

栃木 8/10～12　宇都宮市文化会館 8/23　栃木県立県南体育館 12/23　栃木県教育会館 栃木

千葉

7/20（中高ｼﾞｭﾆｱ）、21（中B・大）、22～24(中B)、25・26(高B)
　27・28（小B）、29～8/2（中A）、3・4（高A）、9（中高B本選）、10（中A本選）
　11（高A本選）　千葉県文化会館
7/26・27（中C）、28（小C）、29（中C・高C）　青葉の森公園芸術文化ホール
8/4（職一）　君津市民文化ホール

8/27  幕張メッセ 千葉

神奈川

7/25（小）　相模女子大学グリーンホール
8/6・7（中A）　よこすか芸術劇場
8/8（中B）、9（高A）　神奈川県民ホール
8/10（高B）､11（大・職一）　川崎市教育文化会館

8/25  小田原アリーナ
12/15　ハーモニーホール座間
12/22　茅ヶ崎市民文化会館

神奈川

群馬 8/3（高A）、4（高B・大・職一）、5・6（中A）､7（小･中B）、11（中A代選）
　　ベイシア文化ホール（群馬県民会館）

8/18  群馬県総合スポーツセンター
　　　　（ALSOKぐんまアリーナ） 12/7(中）、8（小高大職一)　笠懸野文化ホール 群馬

埼玉

8/4（大・職一）、10(中B)､11(小・高B)､13（高A)
　　さいたま市文化センター
8/12(中A）
　　所沢市民文化センター

8/22  春日部市総合体育館
11/23（大職一）　久喜総合文化会館
12/13(高)、14・15（中）　さいたま市文化センター

埼玉

新潟
8/2（高A）、3・4（中A）　新潟市民芸術文化会館
8/7（中B）　長岡市立劇場
8/10（高B）、11（小・中A代選・大・職一）　上越文化会館

8/18  アオーレ長岡 新潟

山梨
8/3（中AＣ・高Ｂ）､4（小・高AＣ・職一）、5（中B･大）、6（中B）
　　コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール）

8/22　 富士北麓公園体育館 山梨

東
京

東京

中学　8/1・2　練馬文化センター、8/5～10　府中の森芸術劇場
高校　8/11～16　府中の森芸術劇場
大学　8/24　江戸川区総合文化センター
職場　8/3・4　西新井文化ホール
一般　8/3・4　西新井文化ホール

9/21・22　府中の森芸術劇場 9/1　  （ﾏｰﾁﾝｸﾞ）有明コロシアム
9/1　　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）有明コロシアム

小学
中学　1/25・26　府中の森芸術劇場
高校　1/5・6　府中の森芸術劇場
大学　1/12 　江戸川総合文化センター
職場･一般　11/17　亀有リリオホール

2/9　府中の森芸術劇場（東京） 東京 東京

東
関
東

西
関
東

9/7（高A）、8（中A）
    新潟市民芸術文化会館
9/20（高B）、21（中B）、22（小・大・職一）
　　所沢市民文化センター

9/29　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
群馬県総合スポーツセン  ター
（ALSOKぐんまアリーナ）
9/29　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
群馬県総合スポーツセン  ター
（ALSOKぐんまアリーナ）

1/26
　　コラニー文化ホール(山梨)

西
関
東

東
関
東

9/7（高A）、8（中A）
　　よこすか芸術劇場
9/14（高B）、15(小)
　　宇都宮市文化会館
9/21（中B）、22（大･職一）
　　ひたちなか市文化会館

10/6　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
小田原アリーナ
10/6　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
小田原アリーナ
　　　　　　　（神奈川）

1/25(小高大)、26(中職一)
　　君津市民文化ホール（千葉）

東
　
北

8/31（高）、9/1（中）
  郡山市民文化センター
9/14（小･高小編成･大）、15（中小編成･職一）
　リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

10/20　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
秋田県立体育館
10/20　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
秋田県立体育館

2/9　岩手県民会館

東
　
北

北
　
海
　
道

9/5(高CA)、6(中CB）、7（高B・中A・大CB・一B)
8（小・大A・職一AC）
　札幌コンサートホールKitara

9/28　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
湿原の風アリーナ釧路
9/28　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
湿原の風アリーナ釧路

2/15、16
　函館市芸術ホール（ハーモニー五稜郭）
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海
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県　大　会　 支　部　大　会 県　大　会　 支　部　大　会 県大会 支部大会
ﾏｰﾁﾝｸﾞコンテスト･小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ アンサンブルコンテスト

長野

7/28（大･職一・自由演奏）　岡谷市文化会館
8/3･4（小）　キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
8/3・4(中A）　ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
8/6（中B）　長野県伊那文化会館
8/10（高A）、11（高B）  ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）

10/6　  ビッグハット
1/19(高)　ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)
1/19(大職一)　岡谷市文化会館（カノラホール）
1/25(中)　キッセイ文化ホール

長野

静岡
7/21（大・職一）　裾野市文化センター
8/10（中A）、11（中BC）　富士市文化会館
8/10（高B）、11（高A）　静岡市民文化会館

9/29  浜松市浜北総合体育館
1/19(大職一)　森町文化会館ミキホール
1/25(高）、26（中)　静岡市清水文化会館マリナート

静岡

岐阜
8/3（大）、4（職一）、7（中A）、8（高Ａ）、9（高BC)、10(中Ｂ）　 羽島市文化セ
ンター

8/31　関市わかくさ・プラザ
12/22（小大職一）　タウンホールとみか
1/25(高)、26(中）　土岐市文化プラザ

岐阜

愛知
8/4（大･職一）　幸田町民会館
8/6･7（高）、8（中A）、9(中B）、11(高代選)　豊田市民文化会館

9/16　日本ガイシホール 愛知

三重
7/27（中B）、28（小･中C）、8/2（高BC）　四日市市文化会館
8/4（中A・大・職一）､10（高A）　三重県文化会館

9/28  三重県営総合競技場体育館 1/12（小中職一）、13（高大）　三重県文化会館 三重

富山 7/26（高B）、27（中B）、28（小・中A・大・職一）、29（高A)　砺波市文化会館 富山

石川 7/20（高B）、21(小・中B)　能美市根上総合文化会館タント
7/27（中A）、28（高A・大・職一）　金沢歌劇座

1/26　根上総合文化会館タント 石川

福井 7/26～28　福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい 1/25(小高大)、26(中職一)　福井県立音楽堂ハーモニーふくい 福井

滋賀
8/4(小・中小編成・大・職一)、5(中A)、6(高小編成・高A)
　　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

9/15  滋賀県立文化産業交流会館 1/19(小高大職市)、25(中)　守山市民ホール 滋賀

京都 8/1・2(中A）､3(中AC)、4(小・中小編成・職一)、5（高A）、6（高AC・高小編成）
7（中B）、8（中BD・高BD・大）　　京都コンサートホール

9/8  山城総合運動公園太陽が丘体育館 12/23(中）、24（高）　八幡市文化センター
1/12（小大職一）　京都こども文化会館

京都

大阪 8/9（中A)、10（高A）　大阪国際会議場
8/11（職一）、12（小・中小編成・高小編成・大）　大東市総合文化センター

9/8  舞洲アリーナ 大阪

兵庫
8/8（中A）、9（高A）　尼崎市総合文化センター
8/10(小・中S・高B)　三田市総合文化センター
8/11（職一）、12（中B・高S・大）　姫路市文化センター

9/15  グリーンアリーナ神戸
1/25（中大)、26(職一)　高砂市文化会館
1/26(小高)  しづかホール

兵庫

奈良
8/6・7(中A)、9(高A・大）、10（中S・高S）、11（小・中J・高J・職一）
　　奈良県橿原文化会館

1/13（小高大）、18(中)、19(中職一)
　　大和高田市文化会館さざんかホール 奈良

和歌山 8/2(中S・高S)、3(中AB)、4(高AB・大・職一 )　和歌山市民会館 1/13　和歌山市民会館 和歌山

鳥取 8/9（中B・高AB）、10（小編成）、11（小・中A・大・職一）　倉吉未来中心 9/14　鳥取県立武道館 12/14（中）、15（小中高大職一）　倉吉未来中心 鳥取

島根 8/2（中C・中小編成）、3（中B・高小編成）、4（高AB）　出雲市民会館
8/10（小・中A）、11（中A・大・職一）　島根県芸術文化センター

9/22　島根県立浜山体育館 12/21～22　悠邑ふるさと会館 島根

岡山 8/8～12　倉敷市民会館 9/16　岡山桃太郎アリーナ（岡山県総合グラウンド 岡山

広島 8/7～13　広島文化学園HBGホール 9/29  広島サンプラザ 12/21～23　広島市安佐南区民文化センター 広島

山口
8/2（中B）、3（中AC・中小編成）、4（中A）　坊府市公会堂
8/9（高BC・高小編成）、10（高A）、11（小・大・職一）　下関市民会館

9/23  光市総合体育館 山口

徳島 8/2（小・中B）、3（中A）、4（高・大・職一）　鳴門市文化会館 8/31　鳴門アミノバリュー体育館 1/18（中）、19（小高職一）　鳴門市文化会館 徳島

香川 8/3～6　アルファあなぶきホール（香川県県民ホール） 9/15　善通寺市民体育館 香川

愛媛 7/28、8/1～3　ひめぎんホール 9/16　西条市総合運動公園体育館 1/19　グリーンピア玉川 愛媛

高知 8/3～5　高知県立県民文化ホール 8/31　高知県立春野総合運動公園体育館 1/19　高知市文化プラザかるぽーと 高知

福岡

7/13(大)、14(職一)
　　イイヅカコスモスコモン
8/3（小・高）、4（中）
　　福岡サンパレス

6/16  福岡国際センター 12/21(小大職一)、22（中高)　黒崎ひびしんホール 福岡

佐賀 7/21(高A・大・職一)、22・23(中A)、24(小・中B・高B)　佐賀市文化会館 9/23  唐津市文化体育館 12/23 佐賀

長崎 7/23・24（高）　長崎市公会堂
7/28（中・職一）　長崎ブリックホール

9/14　島原復興アリーナ 12/21(小中)、22(高大職一) 長崎

熊本
7/7(大・職一)、20～22(中A)、23・24（高A)、27(中B)、28（小・中A代選）
　29(高B・高A代選) 　熊本県立劇場

9/16  熊本県立総合体育館 12/7、8　　熊本県立劇場 熊本

大分
7/26（高A）、27（小・中AB･高B）、28（中A･大･職一）
　　 iichiko総合文化センター

9/16　大分県立総合体育館 1/23　ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ 大分

宮崎
7/27・28（中A）、29（中A・高）、30（高）、8/4（小・中A大選・中B・大・職一）
　　宮崎市民文化ホール

9/28　宮崎県体育館 12/21、22　新富町文化会館 宮崎

鹿児島 7/27（中B・高B）、28（小・大・職一）、29～31（中A）、8/1（高A）、
　2（高A・中A代選）　　鹿児島市民文化ホール

9/15  日置市日吉総合体育館 12/7、8　姶良市文化会館(加音ホール) 鹿児島　

沖縄
7/23（高）、24～26（中A）、27（中B・中A代選）、28（小･大・職一）
    沖縄コンベンションセンター

9/22  沖縄コンベンションセンター 12/7・8(中)、14（小大）、15（高職一）　うるま市民芸術劇場 沖縄

第61回全日本吹奏楽コンクール 第32回全日本小学校バンドフェスティバル 第３7回全日本アンサンブルコンテスト
　　　　中学・高校部門　　　　　　　10月26、27日　名古屋国際会議場 　　　　11月23日　　大阪城ホール 　　　　　１4年3月21日　　倉敷市民会館（岡山）

第26回全日本マーチングコンテスト
　　　　大学・職場一般部門　　　　10月19、20日　福岡サンパレス 　　　　11月24日　　大阪城ホール

九
　
　
州

8/16（小）､17（中）、18（高）
　　福岡サンパレス
8/31(小･大)、9/1（職一)
　　佐賀市文化会館

10/12　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ中）
     13　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ高以上）
　　別府ビーコンプラザ
10/12　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
　　別府ビーコンプラザ　　（大分）

2/8(小中大)、9(高職一)
　　　イイヅカコスモスコモン(福岡)

九
　
　
州

中
　
国

8/24(中・大)､25(小編成・職一)､26(高)
　　倉敷市民会館

10/13　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
　　コカ・コーラウエストスポーツパーク
　　県民体育館
10/13　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
　　コカ・コーラウエストスポーツパーク
　　県民体育館　　　（鳥取）

2/1(中大)、2(高職一)
　　　広島文化学園ＨＢＧホール

中
　
国

四
国

8/24(中)､25(高・大・職一)
　　鳴門市文化会館

10/6　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
　善通寺市民体育館
11/2　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
　善通寺市民体育館　　（香川）

2/9　鳴門市文化会館
四
国

関
　
西

8/18（大・職一）、19（高小編成・中小編成）
　　奈良県橿原文化会館
8/24（中A）、25（高A）
　　和歌山県民文化会館

9/23  （ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
大阪市中央体育館
8/17　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
グリーンアリーナ神戸

2/11　尼崎市総合文化センター(兵庫）

関
　
西

9/14  和歌山県立橋本体育館
(奈良・和歌山合同)

東
　
　
海

北
陸

8/9(中B･高B)、10(小・中A･大)、11(高A･職一)
　　金沢歌劇座

9/15　（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
　　氷見市ふれあいスポーツセンター
9/15　（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
　　氷見市ふれあいスポーツセンター
　　　　　　　　　　　　（富山）

2/9　ハーモニーホールふくい
北
陸

東
　
　
海

8/24・25（中A・高A）
　　ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
8/25(中B・高B）
　　四日市市文化会館
9/8（大･職一）
　　静岡市清水文化会館

11/4（ﾏｰﾁﾝｸﾞ）
　　　　日本ガイシホール（愛知）
10/27（小ﾊﾞﾝﾄﾞ）
　　　　ビックハット（長野）

2/8・9
土岐市文化プラザ（岐阜県）


	②吹奏楽の大会日程(2013610更新）

