
岩手県吹奏楽連盟加盟団体名簿
28年加盟団体
2３1団体（小学校２2、中学校１０6、高等学校６8、大学４、職場0、一般31）

CODE 支部 部門 団体名
201611001 久慈 小学校 野田村立野田小学校

201612002 久慈 中学校 久慈市立久慈中学校

201612003 久慈 中学校 久慈市立長内中学校

201612004 久慈 中学校 久慈市立夏井中学校

201612005 久慈 中学校 洋野町立種市中学校

201612006 久慈 中学校 野田村立野田中学校

201612007 久慈 中学校 洋野町立大野中学校

201612008 久慈 中学校 普代村立普代中学校

201613009 久慈 高等学校 岩手県立久慈高等学校

201613010 久慈 高等学校 岩手県立久慈工業高等学校

201613011 久慈 高等学校 岩手県立久慈東高等学校

201613012 久慈 高等学校 岩手県立種市高等学校

201613013 久慈 高等学校 岩手県立大野高等学校

201616014 久慈 一般 久慈ウインドアンサンブル

201616015 久慈 一般 のだ吹奏楽団

201621016 県北 小学校 二戸市立石切所小学校

201621017 県北 小学校 一戸町立一戸小学校

201621018 県北 小学校 軽米町立軽米小学校

201622019 県北 中学校 二戸市立福岡中学校

201622020 県北 中学校 二戸市立金田一中学校

201622021 県北 中学校 一戸町立一戸中学校

201622022 県北 中学校 一戸町立奥中山中学校

201622023 県北 中学校 軽米町立軽米中学校

201622024 県北 中学校 九戸村立九戸中学校

201623025 県北 高等学校 岩手県立福岡高等学校

201623026 県北 高等学校 岩手県立軽米高等学校

201623027 県北 高等学校 岩手県立伊保内高等学校

201623028 県北 高等学校 岩手県立一戸高等学校

201626029 県北 一般 二戸吹奏楽団

201631030 盛岡 小学校 盛岡市立仙北小学校

201631031 盛岡 小学校 盛岡市立城北小学校

201631032 盛岡 小学校 岩手大学教育学部附属小学校

201631033 盛岡 小学校 紫波町立日詰小学校

201631034 盛岡 小学校 矢巾町立煙山小学校

201631035 盛岡 小学校 滝沢市立鵜飼小学校

201631036 盛岡 小学校 八幡平市立大更小学校

201632037 盛岡 中学校 盛岡市立下橋中学校

201632038 盛岡 中学校 盛岡市立下小路中学校

201632039 盛岡 中学校 盛岡市立厨川中学校

201632040 盛岡 中学校 盛岡市立上田中学校

201632041 盛岡 中学校 盛岡市立河南中学校

201632042 盛岡 中学校 盛岡市立仙北中学校

201632043 盛岡 中学校 盛岡市立大宮中学校

201632044 盛岡 中学校 盛岡市立黒石野中学校

201632045 盛岡 中学校 盛岡市立城西中学校

201632046 盛岡 中学校 盛岡市立城東中学校

201632047 盛岡 中学校 盛岡市立北陵中学校

201632048 盛岡 中学校 盛岡市立松園中学校

201632049 盛岡 中学校 盛岡市立見前中学校

201632050 盛岡 中学校 盛岡市立飯岡中学校

201632051 盛岡 中学校 盛岡市立乙部中学校

201632052 盛岡 中学校 盛岡市立見前南中学校

201632053 盛岡 中学校 盛岡市立北松園中学校

201632054 盛岡 中学校 岩手大学教育学部附属中学校



201632055 盛岡 中学校 紫波町立紫波第一中学校

201632056 盛岡 中学校 矢巾町立矢巾中学校

201632057 盛岡 中学校 矢巾町立矢巾北中学校

201632058 盛岡 中学校 岩手町立沼宮内中学校

201632059 盛岡 中学校 岩手町立川口中学校

201632060 盛岡 中学校 雫石町立雫石中学校

201632061 盛岡 中学校 八幡平市立西根中学校

201632062 盛岡 中学校 八幡平市立松尾中学校

201632063 盛岡 中学校 盛岡市立渋民中学校

201632064 盛岡 中学校 盛岡市立巻堀中学校

201632065 盛岡 中学校 滝沢市立滝沢南中学校

201632066 盛岡 中学校 滝沢市立滝沢中学校

201632067 盛岡 中学校 滝沢市立滝沢第二中学校

201633068 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡第一高等学校

201633069 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡第二高等学校

201633070 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡第三高等学校

201633071 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡第四高等学校

201633072 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡北高等学校

201633073 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡南高等学校

201633074 盛岡 高等学校 岩手県立不来方高等学校

201633075 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡商業高等学校

201633076 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡農業高等学校

201633077 盛岡 高等学校 岩手県立盛岡工業高等学校

201633078 盛岡 高等学校 盛岡市立高等学校

201633079 盛岡 高等学校 岩手県立平舘高等学校

201633080 盛岡 高等学校 岩手県立紫波総合高等学校

201633081 盛岡 高等学校 岩手中・高等学校

201633082 盛岡 高等学校 岩手女子高等学校

201633083 盛岡 高等学校 盛岡白百合学園高等学校

201633084 盛岡 高等学校 盛岡誠桜高等学校

201633085 盛岡 高等学校 盛岡大学附属高等学校

201633086 盛岡 高等学校 盛岡中央高等学校

201634087 盛岡 大学 岩手大学

201634088 盛岡 大学 盛岡大学

201634089 盛岡 大学 岩手県立大学

201636090 盛岡 一般 盛岡吹奏楽団

201636091 盛岡 一般 盛岡シティブラス

201636092 盛岡 一般 盛岡ブラスアンサンブル

201636093 盛岡 一般 創価学会岩手吹奏楽団

201636094 盛岡 一般 グーテン・ライエ吹奏楽団

201636095 盛岡 一般 パシフィック・ブラス・オルケスタ

201636096 盛岡 一般 DTQ

201636097 盛岡 一般 盛岡サクソフォンアンサンブル

201642098 花巻 中学校 花巻市立花巻中学校

201642099 花巻 中学校 花巻市立花巻北中学校

201642100 花巻 中学校 花巻市立南城中学校

201642101 花巻 中学校 花巻市立湯口中学校

201642102 花巻 中学校 花巻市立湯本中学校

201642103 花巻 中学校 花巻市立矢沢中学校

201642104 花巻 中学校 花巻市立宮野目中学校

201642105 花巻 中学校 花巻市立西南中学校

201642106 花巻 中学校 花巻市立大迫中学校

201642107 花巻 中学校 花巻市立石鳥谷中学校

201642108 花巻 中学校 花巻市立東和中学校

201642109 花巻 中学校 遠野市立遠野中学校

201642110 花巻 中学校 遠野市立遠野東中学校

201642111 花巻 中学校 遠野市立遠野西中学校

201643112 花巻 高等学校 岩手県立花巻北高等学校

201643113 花巻 高等学校 岩手県立花巻南高等学校



201643114 花巻 高等学校 岩手県立花巻農業高等学校

201643115 花巻 高等学校 岩手県立花北青雲高等学校

201643116 花巻 高等学校 岩手県立大迫高等学校

201643117 花巻 高等学校 花巻東高等学校

201643118 花巻 高等学校 岩手県立遠野高等学校

201643119 花巻 高等学校 岩手県立遠野緑峰高等学校

201646120 花巻 一般 花巻シンフォニックバンド

201646121 花巻 一般 Tresallir Low Brass Buddies

201646122 花巻 一般 Ferio Brass

201646123 花巻 一般 トロンボーンアンサンブルやまなし

201651124 北上 小学校 北上市立黒沢尻北小学校

201651125 北上 小学校 北上市立南小学校

201652126 北上 中学校 北上市立北上中学校

201652127 北上 中学校 北上市立上野中学校

201652128 北上 中学校 北上市立東陵中学校

201652129 北上 中学校 北上市立飯豊中学校

201652130 北上 中学校 北上市立南中学校

201652131 北上 中学校 北上市立北上北中学校

201652132 北上 中学校 北上市立江釣子中学校

201652133 北上 中学校 北上市立和賀東中学校

201652134 北上 中学校 北上市立和賀西中学校

201653135 北上 高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校

201653136 北上 高等学校 岩手県立黒沢尻工業高等学校

201653137 北上 高等学校 岩手県立西和賀高等学校

201653138 北上 高等学校 専修大学北上高等学校

201656139 北上 一般 北上吹奏楽団

201656140 北上 一般 吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテ

201656141 北上 一般 盛岡ウィンドアンサンブル

201656142 北上 一般 北上ウインドアンサンブル

201656143 北上 一般 Caprice de Saxo

201661144 奥州 小学校 奥州市立真城小学校

201661145 奥州 小学校 奥州市立岩谷堂小学校

201662146 奥州 中学校 奥州市立水沢中学校

201662147 奥州 中学校 奥州市立東水沢中学校

201662148 奥州 中学校 奥州市立水沢南中学校

201662149 奥州 中学校 奥州市立南都田中学校

201662150 奥州 中学校 奥州市立小山中学校

201662151 奥州 中学校 奥州市立若柳中学校

201662152 奥州 中学校 奥州市立前沢中学校

201662153 奥州 中学校 奥州市立衣川中学校

201662154 奥州 中学校 奥州市立江刺第一中学校

201662155 奥州 中学校 奥州市立江刺東中学校

201662156 奥州 中学校 金ケ崎町立金ケ崎中学校

201663157 奥州 高等学校 岩手県立水沢高等学校

201663158 奥州 高等学校 岩手県立水沢商業高等学校

201663159 奥州 高等学校 岩手県立水沢農業高等学校

201663160 奥州 高等学校 岩手県立水沢工業高等学校

201663161 奥州 高等学校 岩手県立金ケ崎高等学校

201663162 奥州 高等学校 岩手県立岩谷堂高等学校

201663163 奥州 高等学校 岩手県立前沢高等学校

201663164 奥州 高等学校 水沢第一高等学校

201666165 奥州 一般 奥州クラリネットアンサンブル

201666166 奥州 一般 みなみ吹奏楽団

201666167 奥州 一般 トロヴァトーレ・ウインド・オーケストラ

201666168 奥州 一般 アンサンブルダハマール

201666169 奥州 一般 水沢ブルーウインズ

201671170 一関 小学校 一関市立奥玉小学校

201671171 一関 小学校 一関市立厳美小学校

201672172 一関 中学校 岩手県立一関第一高等学校附属中学校



201672173 一関 中学校 一関市立一関中学校

201672174 一関 中学校 一関市立磐井中学校

201672175 一関 中学校 一関市立桜町中学校

201672176 一関 中学校 一関市立花泉中学校

201672177 一関 中学校 一関市立千厩中学校

201672178 一関 中学校 一関市立大原中学校

201672179 一関 中学校 一関市立大東中学校

201672180 一関 中学校 一関市立興田中学校

201672181 一関 中学校 一関市立東山中学校

201672182 一関 中学校 一関市立室根中学校

201672183 一関 中学校 一関市立川崎中学校

201672184 一関 中学校 一関市立藤沢中学校

201672185 一関 中学校 平泉町立平泉中学校

201673186 一関 高等学校 岩手県立一関第一高等学校

201673187 一関 高等学校 岩手県立一関第二高等学校

201673188 一関 高等学校 岩手県立千厩高等学校

201673189 一関 高等学校 岩手県立大東高等学校

201673190 一関 高等学校 岩手県立花泉高等学校

201673191 一関 高等学校 一関学院高等学校

201673192 一関 高等学校 一関修紅高等学校

201674193 一関 大学 一関工業高等専門学校

201676194 一関 一般 一関交響吹奏楽団

201676195 一関 一般 Ｍ＆Ａブラスクラブ

201681196 宮古 小学校 宮古市立宮古小学校

201681197 宮古 小学校 宮古市立山口小学校

201681198 宮古 小学校 宮古市立千徳小学校

201681199 宮古 小学校 田野畑村立田野畑小学校

201682200 宮古 中学校 宮古市立第一中学校

201682201 宮古 中学校 宮古市立第二中学校

201682202 宮古 中学校 宮古市立河南中学校

201682203 宮古 中学校 山田町立山田中学校

201682204 宮古 中学校 山田町立豊間根中学校

201683205 宮古 高等学校 岩手県立宮古高等学校

201683206 宮古 高等学校 岩手県立宮古北高等学校

201683207 宮古 高等学校 岩手県立宮古商業高等学校

201683208 宮古 高等学校 岩手県立宮古水産高等学校

201683209 宮古 高等学校 岩手県立山田高等学校

201683210 宮古 高等学校 岩手県立岩泉高等学校

201686211 宮古 一般 宮古吹奏楽団

201686212 宮古 一般 山田吹奏楽団

201691213 釜石気仙 小学校 大槌町立大槌学園（前期）

201692214 釜石気仙 中学校 釜石市立大平中学校

201692215 釜石気仙 中学校 釜石市立釜石中学校

201692216 釜石気仙 中学校 釜石市立釜石東中学校

201692217 釜石気仙 中学校 大槌町立大槌学園（後期）

201692218 釜石気仙 中学校 大槌町立吉里吉里中学校

201692219 釜石気仙 中学校 大船渡市立第一中学校

201692220 釜石気仙 中学校 大船渡市立大船渡中学校

201692221 釜石気仙 中学校 陸前高田市立第一中学校

201692222 釜石気仙 中学校 陸前高田市立高田東中学校

201693223 釜石気仙 高等学校 岩手県立釜石高等学校

201693224 釜石気仙 高等学校 岩手県立釜石商工高等学校

201693225 釜石気仙 高等学校 岩手県立大槌高等学校

201693226 釜石気仙 高等学校 岩手県立大船渡高等学校

201693227 釜石気仙 高等学校 岩手県立大船渡東高等学校

201693228 釜石気仙 高等学校 岩手県立高田高等学校

201693229 釜石気仙 高等学校 岩手県立住田高等学校

201696230 釜石気仙 一般 釜石市民吹奏楽団

201696231 釜石気仙 一般 ぷなと音楽団


