
岐阜県吹奏楽連盟加盟団体一覧

中学校の部

番号 地区 団体名 番号 地区 団体名

1 岐阜 岐阜市立　岐阜清流中学校 45 可茂 美濃加茂市立　西中学校

2 岐阜 岐阜市立　長森中学校 46 可茂 美濃加茂市立　東中学校

3 岐阜 岐阜市立　長良中学校 47 可茂 八百津町立　八百津中学校

4 岐阜 岐阜市立　陽南中学校 48 可茂 白川町立　白川中学校

5 岐阜 岐阜市立　東長良中学校 49 可茂 東白川村立　東白川中学校

6 岐阜 羽島市立　竹鼻中学校 50 可茂 中学校組合立　共和中学校

7 岐阜 岐南町立　岐南中学校 51 可茂 可児市立　蘇南中学校

8 岐阜 笠松町立　笠松中学校 52 可茂 可児市立　中部中学校

9 岐阜 各務原市立　那加中学校 53 可茂 可児市立　西可児中学校

10 岐阜 各務原市立　稲羽中学校 54 可茂 可児市立　東可児中学校

11 岐阜 各務原市立　鵜沼中学校 55 可茂 可児市立　広陵中学校

12 岐阜 各務原市立　蘇原中学校 56 可茂 帝京大学　可児中学校

13 岐阜 各務原市立　緑陽中学校 57 東濃 多治見市立　陶都中学校

14 岐阜 各務原市立　中央中学校 58 東濃 多治見市立　多治見中学校

15 岐阜 各務原市立　桜丘中学校 59 東濃 多治見市立　平和中学校

16 岐阜 各務原市立　川島中学校 60 東濃 多治見市立　小泉中学校

17 岐阜 山県市立　高富中学校 61 東濃 多治見市立　南ヶ丘中学校

18 岐阜 本巣市立　糸貫中学校 62 東濃 多治見市立　北陵中学校

19 岐阜 瑞穂市立　穂積中学校 63 東濃 多治見市立　笠原中学校

20 岐阜 瑞穂市立　穂積北中学校 64 東濃 瑞浪市立　瑞浪中学校

21 西濃 大垣市立　東中学校 65 東濃 瑞浪市立　瑞浪北中学校

22 西濃 大垣市立　北中学校 66 東濃 麗澤瑞浪中学校

23 西濃 大垣市立　西部中学校 67 東濃 土岐市立　土岐津中学校

24 西濃 大垣市立　赤坂中学校 68 東濃 土岐市立　西陵中学校

25 西濃 神戸町立　神戸中学校 69 東濃 土岐市立　駄知中学校

26 西濃 輪之内町立　輪之内中学校 70 東濃 土岐市立　泉中学校

27 西濃 安八町立　登龍中学校 71 東濃 中津川市立　第二中学校

28 西濃 組合立　東安中学校 72 東濃 恵那市立　恵那西中学校

29 西濃 養老町立　高田中学校 73 東濃 恵那市立　恵那東中学校

30 西濃 養老町立　東部中学校 74 飛騨 下呂市立　萩原南中学校

31 西濃 揖斐川町立　揖斐川中学校 75 飛騨 下呂市立　下呂中学校

32 西濃 大野町立　大野中学校 76 飛騨 下呂市立　金山中学校

33 西濃 池田町立　池田中学校 77 飛騨 高山市立　日枝中学校

34 西濃 垂井町立　不破中学校 78 飛騨 高山市立　松倉中学校

35 西濃 垂井町立　北中学校 79 飛騨 高山市立　中山中学校

36 西濃 関ヶ原町立　関ケ原中学校 80 飛騨 高山市立　東山中学校

37 美濃 関市立　旭ヶ丘中学校 81 飛騨 高山市立　丹生川中学校

38 美濃 関市立　下有知中学校 82 飛騨 高山市立　清見中学校

39 美濃 関市立　武芸川中学校 83 飛騨 高山市立　宮中学校

40 美濃 美濃市立　美濃中学校 84 飛騨 高山市立　久々野中学校

41 美濃 郡上市立　八幡中学校 85 飛騨 高山市立　朝日中学校

42 美濃 郡上市立　大和中学校 86 飛騨 高山市立　国府中学校

43 美濃 郡上市立　白鳥中学校 87 飛騨 高山市立　北稜中学校

44 美濃 郡上市立　郡南中学校 88 飛騨 飛騨市立　古川中学校

89 飛騨 飛騨市立　神岡中学校



岐阜県吹奏楽連盟加盟団体一覧

高等学校の部

番号 地区 団体名 番号 地区 団体名

1 岐阜 岐阜県立　岐阜高等学校 44 可茂 岐阜県立　加茂高等学校

2 岐阜 岐阜県立　岐阜北高等学校 45 可茂 岐阜県立　加茂農林高等学校

3 岐阜 岐阜県立　長良高等学校 46 可茂 岐阜県立　東濃高等学校

4 岐阜 岐阜県立　岐山高等学校 47 可茂 岐阜県立　東濃実業高等学校

5 岐阜 岐阜県立　加納高等学校 48 可茂 岐阜県立　可児高等学校

6 岐阜 岐阜県立　羽島北高等学校 49 可茂 岐阜県立　可児工業高等学校

7 岐阜 岐阜県立　岐阜総合学園高等学校 50 可茂 帝京大学　可児高等学校

8 岐阜 岐阜県立　岐阜城北高等学校 51 東濃 岐阜県立　多治見高等学校

9 岐阜 岐阜県立　岐阜商業高等学校 52 東濃 岐阜県立　多治見北高等学校

10 岐阜 岐阜県立　岐南工業高等学校 53 東濃 岐阜県立　瑞浪高等学校

11 岐阜 岐阜県立　各務原高等学校 54 東濃 岐阜県立　土岐紅陵高等学校

12 岐阜 岐阜県立　各務原西高等学校 55 東濃 岐阜県立　土岐商業高等学校

13 岐阜 岐阜県立　岐阜各務野高等学校 56 東濃 麗澤瑞浪高等学校

14 岐阜 岐阜県立　本巣松陽高等学校 57 東濃 中京高等学校

15 岐阜 岐阜県立　岐阜農林高等学校 58 東濃 岐阜県立　恵那南高等学校

16 岐阜 岐阜県立　山県高等学校 59 東濃 岐阜県立　中津高等学校

17 岐阜 岐阜県立　羽島高等学校 60 東濃 岐阜県立　中津商業高等学校

18 岐阜 岐阜県立　岐阜工業高等学校 61 東濃 岐阜県立　中津川工業高等学校

19 岐阜 岐阜市立　岐阜商業高等学校 62 飛騨 岐阜県立　益田清風高等学校

20 岐阜 鶯谷高等学校 63 飛騨 岐阜県立　斐太高等学校

21 岐阜 富田高等学校 64 飛騨 岐阜県立　飛騨高山高等学校

22 岐阜 済美高等学校 65 飛騨 岐阜県立　吉城高等学校

23 岐阜 岐阜東高等学校 66 飛騨 岐阜県立　飛騨神岡高等学校

24 岐阜 岐阜聖徳学園高等学校 67 飛騨 高山西高等学校

25 岐阜 岐阜女子高等学校

26 岐阜 岐阜第一高等学校

27 西濃 岐阜県立　揖斐高等学校

28 西濃 岐阜県立　池田高等学校

29 西濃 岐阜県立　大垣北高等学校

30 西濃 岐阜県立　大垣南高等学校

31 西濃 岐阜県立　大垣西高等学校

32 西濃 岐阜県立　大垣養老高等学校

33 西濃 岐阜県立　大垣商業高等学校

34 西濃 岐阜県立　大垣工業高等学校

35 西濃 岐阜県立　不破高等学校

36 西濃 岐阜県立　海津明誠高等学校

37 西濃 大垣日本大学高等学校

38 美濃 岐阜県立　郡上北高等学校

39 美濃 岐阜県立　郡上高等学校

40 美濃 岐阜県立　武義高等学校

41 美濃 岐阜県立　関有知高等学校

42 美濃 岐阜県立　関高等学校

43 美濃 関市立　関商工高等学校



岐阜県吹奏楽連盟加盟団体一覧

一般の部

小学生の部 番号 地区 団体名

番号 地区 団体名 1 岐阜 岐阜吹奏楽団

1 岐阜 各務野さくらマーチングバンド 2 岐阜 長良シンフォニックバンド

2 可茂 可児市立　兼山小学校 3 岐阜 岐阜ジュニア吹奏楽団

4 岐阜 岐阜レゾナンス吹奏楽団

5 岐阜 ぎふ羽島吹奏楽団

大学の部 6 岐阜 各務原市民吹奏楽団

番号 地区 団体名 7 岐阜 瑞穂市民吹奏楽団

1 岐阜 岐阜聖徳学園大学 8 岐阜 HOZUMI winds

2 岐阜 岐阜工業高等専門学校 9 岐阜 ウインドアンサンブル岐阜

3 岐阜 朝日大学 10 岐阜 シリウスブラスアンサンブル

4 岐阜 東海学院大学 11 岐阜 アンサンブル　Ｋｉｔ’ｓ

5 西濃 大垣女子短期大学 12 西濃 大垣市吹奏楽団

6 美濃 中部学院大学 13 西濃 TSS～ウインドアンサンブル垂井

14 西濃 アンサンブル　インフィニティ

15 西濃 大垣ブラスカンパニー

16 西濃 からすえ吹奏楽団

17 西濃 アンサンブル・クオーレ

18 西濃 SUN BONES

19 西濃 岐阜ブラスオルケスター

20 美濃 関市民吹奏楽団

21 美濃 楽楽嬉音楽隊・岐阜

22 美濃 さくらウインドオーケストラ

23 可茂 加茂ウインドアンサンブル

24 可茂 可児市民吹奏楽団

25 可茂 可児市吹奏楽協会  可児ウィンドオーケストラ

26 東濃 土岐ウインドオーケストラ

27 飛騨 飛騨市民吹奏楽団

28 飛騨 高山西吹奏楽団

29 飛騨 N's WIND

加盟団体数 現在

地区 小学生 中学校 高校 大学 職場 一般 計

岐阜 1 20 26 4 0 13 64

西濃 0 16 11 1 0 6 34

美濃 0 8 6 1 0 3 18

可茂 1 12 7 0 0 3 23

東濃 0 17 11 0 0 1 29

飛騨 0 16 6 0 0 3 25

計 2 89 67 6 0 29 193

令和3年4月29日
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