
第４１回 4 ． 10 ． 2 会場：奥州市総合体育館

いわき市立錦小学校 二戸市立石切所小学校

山形市立千歳小学校 涌谷町立涌谷第一小学校

山形市立滝山小学校 いわき市立平第三小学校

加美町立広原小学校 福島市立平野小学校

仙台市立北仙台小学校

特別表彰 ３回連続金賞 いわき市立錦小学校

第４０回 3 ． 10 ． 3 会場：福島県営あづま総合体育館

南相馬市立原町第三小学校 いわき市立平第三小学校

いわき市立錦小学校 涌谷町立涌谷第一小学校

山形市立滝山小学校 山形市立千歳小学校

特別表彰 ３年連続金賞 いわき市立平第三小学校

優秀指導者賞 菅原　徹

第３９回 2 ． コロナ禍により中止

第38回 元 . 10 . 6 会場：秋田県立体育館

横手市立朝倉小学校 山形市立千歳小学校

山形市立滝山小学校 いわき市立錦小学校

いわき市立平第三小学校 加美町立広原小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 山形市立滝山小学校

優秀指導者賞 遠藤正樹 髙橋映子

新田亜紗恵 千葉喜彦

第37回 30 . 10 . 28 会場：カメイアリーナ仙台(仙台市体育館）

涌谷町立涌谷第一小学校 加美町立広原小学校

加美町立中新田小学校 山形市立滝山小学校

いわき市立平第三小学校 いわき市立錦小学校

滝沢市立鵜飼小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 加美町立中新田小学校 滝沢市立鵜飼小学校

いわき市立錦小学校

第36回 29 . 10 . 29 会場：奥州市総合体育館（Zアリーナ）

加美町立中新田小学校 滝沢市立鵜飼小学校

郡山市立喜久田小学校 山形市立滝山小学校

いわき市立平第三小学校 矢吹町立善郷小学校

いわき市立錦小学校 横手市立朝倉小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 盛岡市立仙北小学校

優秀指導者賞 赤澤恵美　 武田和也

第35回 28 . 10 . 16 会場：マエダアリーナ（青い森アリーナ）

盛岡市立仙北小学校 仙台市立向陽台小学校

横手市立朝倉小学校 いわき市立錦小学校

仙台市立北仙台小学校 加美町立中新田小学校

山形市立滝山小学校 滝沢市立鵜飼小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 山形市立滝山小学校

優秀指導者賞 色部敏宏

第34回 27 . 10 . 18 会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

涌谷町立涌谷第一小学校 郡山市立喜久田小学校

加美町立中新田小学校 盛岡市立仙北小学校

いわき市立錦小学校 山形市立滝山小学校

滝沢市立鵜飼小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 滝沢市立鵜飼小学校 いわき市立錦小学校

優秀指導者賞 山﨑　愛 長澤　至

   全日本小学生バンドフェスティバル東北大会金賞受賞団体



第33回 26 . 10 . 19 会場：福島県営あづま総合体育館

南相馬市立原町第一小学校 猪苗代町立長瀬小学校

いわき市立平第三小学校 滝沢村立鵜飼小学校

山形市立滝山小学校 いわき市立錦小学校

盛岡市立仙北小学校

第32回 25 . 10 . 20 会場：秋田県立体育館

郡山市立喜久田小学校 加美町立中新田小学校

奥州市立真城小学校 五戸町立南小学校

滝沢村立鵜飼小学校 二戸市立石切所小学校

いわき市立錦小学校 山形市立滝山小学校

特別表彰　3年連続金賞３年連続金賞 三戸町立三戸小学校

優秀指導者賞 工藤隆夫 宮内　淳

第31回 24 . 10 . 28 会場：マエダアリーナ（青い森アリーナ）

三戸町立三戸小学校 大鰐町立大鰐小学校

涌谷町立涌谷第一小学校 藤崎町立常盤小学校

滝沢村立鵜飼小学校 いわき市立平第三小学校

盛岡市立仙北小学校 いわき市立錦小学校

第30回 23 . 10 . 16 会場：水沢総合体育館（Zアリーナ）

奥州市立真城小学校 いわき市立汐見が丘小学校

涌谷町立涌谷第一小学校 三戸町立三戸小学校

藤崎町立常盤小学校 山形市立滝山小学校

加美町立中新田小学校・加美町立広原小学校

第29回 22 . 10 . 24 会場：仙台市体育館

いわき市立汐見が丘小学校 三戸町立三戸小学校

二戸市立石切所小学校 山形市立第六小学校

いわき市立平第三小学校 山形市立滝山小学校

加美町立広原小学校 南相馬市立原町第一小学校

特別表彰　3年連続金賞 いわき市立平第三小学校 涌谷町立涌谷第一小学校

優秀指導者賞 大町正浩 永山典子

第28回 21 . 11 . 1 会場：福島県営あづま総合体育館

涌谷町立涌谷第一小学校 二戸市立石切所小学校

滝沢村立鵜飼小学校 南相馬市立原町第一小学校

大崎市立鹿島台小学校 いわき市立平第三小学校

横手市立吉田小学校

第27回 20 . 10 . 26 会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

涌谷町立涌谷第一小学校 五戸町立南小学校

中島村立吉子川小学校 滝沢村立鵜飼小学校

奥州市立真城小学校 加美町立中新田小学校

いわき市立平第三小学校

第26回 19 . 10 . 28 会場：青い森アリーナ（金・銀・銅賞制度となる）

涌谷町立涌谷第一小学校 南部町立名久井小学校

加美町立中新田小学校 郡山市立喜久田小学校

岩沼市立岩沼小学校 三戸町立三戸小学校

いわき市立平第三小学校

特別表彰 ３年連続金賞 加美町立中新田小学校



第25回 18 . 10 . 29 会場：秋田県立体育館　　(グッドサウンド賞）

加美町立中新田小学校 いわき市立平第三小学校

須賀川市立第一小学校 郡山市立喜久田小学校

奥州市立真城小学校 仙台市立上杉山通小学校

第24回 17 . 10 . 30 会場：岩手産業文化センター・アピオ　　

加美町立中新田小学校 名久井町立名久井小学校

二戸町立石切所小学校 仙台市立上杉山通小学校

山形市立第六小学校

第23回 16 . 10 . 24 会場：仙台市体育館　　

山形市立第六小学校 いわき市立平第三小学校

須賀川市立第一小学校 加美町立中新田小学校

山形市立千歳小学校

特別表彰 ３年連続G・S賞 須賀川市立第一小学校

優秀指導者賞 善方威浩 渡邉とも子


