
第60回 29 . 8 . 26 会場：郡山市民文化ｾﾝﾀｰ

高等学校の部 福島県立平商業高等学校 山形県立山形中央高等学校

宮城県泉館山高等学校 秋田県立秋田中央高等学校

福島県立磐城高等学校 秋田県立秋田南高等学校

聖ウルスラ学院英智高等学校 福島県立湯本高等学校

山形県立山形北高等学校

29 . 8 . 27 中学校の部 仙台市立向陽台中学校 横手市立横手南中学校

いわき市立平第三中学校 仙台市立第一中学校

秋田市立山王中学校 いわき市立植田中学校

北上市立上野中学校 山形市立第六中学校

郡山市立郡山第三中学校

３年連続金賞 山形県立山形中央高等学校 福島県立湯本高等学校

秋田市立山王中学校 盛岡市立北陵中学校

優秀指導者賞 吉田哲氏

29 . 9 . 9 会場：仙台銀行ホールイズミティ２１

小学校の部 大仙市立中仙小学校 仙台市立沖野東小学校

矢巾町立煙山小学校 いわき市立湯本第一小学校

いわき市立植田小学校 八戸市立新井田小学校

岩手大学教育学部附属小学校 仙台市立榴岡小学校

高校小編成の部 福島県立原町高等学校 福島県立いわき光洋高等学校

鶴岡東高等学校

大学の部 いわき明星大学

29 . 9 . 10 中学小編成の部 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 相馬市立中村第二中学校

北上市立江釣子中学校 仙台市立中山中学校

職場・一般の部 大曲吹奏楽団 名取交響吹奏楽団

ＲｉｓａｉａＭａｄｒｅＤｉｏＢｒａｓｓ 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

３年連続金賞 大曲吹奏楽団

優秀指導者賞 皆川洋祐氏

第59回 28 . 8 . 27 会場：岩手県民会館

高等学校の部 福島県立磐城桜が丘高等学校 秋田県立秋田中央高等学校

山形県立山形中央高等学校 秋田県立秋田南高等学校

福島県立平商業高等学校 福島県立磐城高等学校

聖ウルスラ学院英智高等学校 福島県立湯本高等学校

28 . 8 . 28 中学校の部 秋田市立山王中学校 岩手大学教育学部附属中学校

横手市立横手南中学校 盛岡市立北陵中学校

仙台市立上杉山中学校 いわき市立植田中学校

山形市立第六中学校 北上市立上野中学校

湯沢市立湯沢北中学校

３年連続金賞 福島県立磐城高等学校 聖ウルスラ学院英智高等学校

仙台市立第一中学校 山形市立第六中学校

優秀指導者賞 及川博暁氏

安田至孝氏 小関恵美氏

28 . 9 . 10 会場：郡山市民文化センター

小学校の部 岩手大学教育学部附属小学校 盛岡市立城北小学校

八戸市立新井田小学校 仙台市立榴岡小学校

福島市立笹谷小学校 仙台市立向陽台小学校

高校小編成の部 福島県立いわき光洋高等学校 秋田県立雄物川高等学校

東北学院榴ケ岡高等学校 福島県立原町高等学校

大学の部 岩手大学 東北福祉大学

いわき明星大学

28 . 9 . 11 中学小編成の部 いわき市立小名浜第一中学校 三沢市立第一中学校

郡山市立日和田中学校 久慈市立久慈中学校

にかほ市立象潟中学校 栗原市立若柳中学校

職場・一般の部 秋田吹奏楽団 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

大曲吹奏楽団 名取交響吹奏楽団

全日本吹奏楽コンクール東北大会金賞受賞団体（第50回以降）

特別表彰

特別表彰

特別表彰



３年連続金賞 岩手大学教育学部附属小学校 仙台市立向陽台小学校特別表彰



泉シンフォニックウィンドオーケストラ 盛岡吹奏楽団

優秀指導者賞 菊池真理子氏

第58回 27 . 8 . 29 会場：リンクステーションホール青森

高等学校の部 福島県立平商業高等学校 明桜高等学校

宮城県多賀城高等学校 福島県立湯本高等学校

秋田県立秋田南高等学校 福島県立磐城高等学校

聖ウルスラ学院英智高等学校 山形県立山形中央高等学校

27 . 8 . 30 中学校の部 大仙市立大曲中学校 仙台市立向陽台中学校

秋田市立山王中学校 北上市立上野中学校

山形市立第三中学校 仙台市立第一中学校

山形市立第六中学校 盛岡市立北陵中学校

３年連続金賞 秋田県立秋田南高等学校 福島県立平商業高等学校

仙台市立向陽台中学校

優秀指導者賞 大内泉氏

27 . 9 . 12 会場：やまぎんホール（山形県県民会館）

小学校の部 宮古市立千徳小学校 八戸市立新井田小学校

盛岡市立城北小学校 仙台市立向陽台小学校

山形市立第二小学校 岩手大学教育学部附属小学校

高校小編成の部 秋田県立雄物川高等学校 福島県立原町高等学校

福島県立いわき光洋高等学校 山形市立商業高等学校

秋田県立平成高等学校

大学の部 東北福祉大学 山形大学

27 . 9 . 13 中学小編成の部 北上市立江釣子中学校 藤崎町立藤崎中学校

仙台市立東仙台中学校 久慈市立久慈中学校

山形市立金井中学校

職場・一般の部 大曲吹奏楽団 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

盛岡吹奏楽団 秋田吹奏楽団

名取交響吹奏楽団

３年連続金賞 盛岡市立城北小学校 名取交響吹奏楽団

第57回 26 . 8 . 30 会場：東京エレクトロンホール宮城

高等学校の部 秋田県立秋田南高等学校 福島県立磐城桜が丘高等学校

福島県立平商業高等学校 秋田県立横手高等学校

福島県立磐城高等学校 福島県立湯本高等学校

聖ウルスラ学院英智高等学校 山形県立山形中央高等学校

明桜高等学校

26 . 8 . 31 中学校の部 いわき市立平第三中学校 秋田市立山王中学校

盛岡市立北陵中学校 仙台市立第一中学校

南相馬市立原町第一中学校 山形市立第六中学校

仙台市立向陽台中学校 会津若松市立一箕中学校

３年連続金賞 福島県立湯本高等学校

会津若松市立一箕中学校 秋田市立山王中学校

優秀指導者賞 小野香織氏

26 . 9 . 13 会場：秋田県民会館

小学校の部 伊達市立伊達小学校 いわき市立平第三小学校

いわき市立植田小学校 山形市立第二小学校

岩手大学教育学部附属小学校 仙台市立向陽台小学校

盛岡市立城北小学校

高校小編成の部 秋田県立能代松陽高等学校 舘田学園五所川原第一高等学校

山形市立商業高等学校 福島県立原町高等学校

大学の部 東北大学 岩手大学

26 . 9 . 14 中学小編成の部 山形市立金井中学校 いわき市立小名浜第二中学校

仙台市立八乙女中学校 三沢市立第一中学校

職場・一般の部 酒田吹奏楽団 大曲吹奏楽団

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 盛岡吹奏楽団

名取交響吹奏楽団

３年連続金賞 東北福祉大学 秋田吹奏楽団特別表彰

特別表彰

特別表彰

特別表彰



第56回 25 . 8 . 31 会場：郡山市民文化センター

高等学校の部 山形県立鶴岡南高等学校 福島県立湯本高等学校

秋田県立秋田南高等学校 福島県立平商業高等学校

宮城県泉館山高等学校 福島県立磐城高等学校

聖ウルスラ学院英智高等学校 秋田県立能代高等学校

25 . 9 . 1 中学校の部 会津若松市立一箕中学校 仙台市立向陽台中学校

秋田市立山王中学校 南相馬市立原町第一中学校

仙台市立上杉山中学校 いわき市立平第三中学校

山形市立第六中学校 仙台市立第一中学校

特別表彰 ３年連続金賞 宮城県多賀城高等学校 仙台市立八軒中学校

優秀指導者賞 児玉英誉氏 高田志穗氏

25 . 9 . 14 会場：リンクステーションホール青森

小学校の部 宮古市立千徳小学校 岩手大学教育学部附属小学校

横手市立旭小学校 いわき市立植田小学校

山形市立南沼原小学校 盛岡市立城北小学校

仙台市立向陽台小学校

高校小編成の部 秋田県立雄物川高等学校 帝京安積高等学校

東北学院高等学校 羽黒高等学校

大学の部 東北福祉大学 岩手大学

25 . 9 . 15 中学小編成の部 南相馬市立鹿島中学校 山形市立金井中学校

仙台市立八乙女中学校 南相馬市立原町第二中学校

職場・一般の部 名取交響吹奏楽団 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

秋田吹奏楽団 盛岡吹奏楽団

特別表彰 ３年連続金賞 宮古市立千徳小学校 仙台市立南材木町小学校

優秀指導者賞 北田智和氏 千葉敏弘氏

第55回 24 . 8 . 24 会場：秋田県民会館

高等学校の部 秋田県立秋田南高等学校 福島県立平商業高等学校

山形県立鶴岡南高等学校 秋田県立秋田中央高等学校

宮城県多賀城高等学校 山形県立山形中央高等学校

秋田県立新屋高等学校 福島県立湯本高等学校

24 . 8 . 25 中学校の部 相馬市立向陽中学校 会津若松市立一箕中学校

仙台市立向陽台中学校 十和田市立三本木中学校

いわき市立錦中学校 北上市立上野中学校

仙台市立八軒中学校 秋田市立山王中学校

特別表彰 ３年連続金賞 福島県立磐城高等学校 福島県立平商業高等学校

山形県立山形中央高等学校

24 . 9 . 8 会場：岩手県民会館

小学校の部 仙台市立南材木町小学校 八戸市立新井田小学校

盛岡市立城北小学校 仙台市立燕沢小学校

宮古市立千徳小学校 仙台市立荒町小学校

会津若松市立一箕小学校

高校小編成の部 山形市立商業高等学校 秋田県立平成高等学校

東北学院高等学校 福島県立若松商業高等学校

大学の部 東北福祉大学 弘前大学

24 . 9 . 9 中学小編成の部 山形市立金井中学校 仙台市立八乙女中学校

東通村立東通中学校 いわき市立四倉中学校

湯沢市立須川中学校

職場・一般の部 秋田吹奏楽団 大曲吹奏楽団

名取交響吹奏楽団

特別表彰 ３年連続金賞 盛岡市立城北小学校 大曲吹奏楽団

第54回 23 . 8 . 27 会場：北上市文化交流センター

高等学校の部 福島県立平商業高等学校 秋田県立横手高等学校

福島県立湯本高等学校 聖ウルスラ学院英智高等学校

福島県立磐城高等学校 山形県立山形中央高等学校

秋田県立新屋高等学校 宮城県多賀城高等学校



23 . 8 . 28 中学校の部 秋田市立山王中学校 会津若松市立一箕中学校

山形市立第三中学校 仙台市立八軒中学校

大仙市立大曲中学校 いわき市立泉中学校

須賀川市立第一中学校 湯沢市立湯沢南中学校

特別表彰 ３年連続金賞 秋田県立秋田南高等学校 相馬市立向陽中学校

須賀川市立第一中学校

23 . 9 . 10 会場：湯沢文化会館

小学校の部 岩手大学教育学部附属小学校 いわき市立植田小学校

仙台市立南材木町小学校 盛岡市立城北小学校

仙台市立燕沢小学校 宮古市立千徳小学校

高校小編成の部 秋田県立雄物川高等学校 宮城県涌谷高等学校

古川学園高等学校 秋田県立大曲農業高等学校

大学の部 弘前大学 東北福祉大学

23 . 9 . 11 中学小編成の部 湯沢市立須川中学校 大館市立南中学校

石巻市立河南西中学校 いわき市立小名浜第二中学校

職場・一般の部 寒河江吹奏楽団 大曲吹奏楽団

泉シンフォニックウィンドオーケストラ 秋田吹奏楽団

NG吹奏楽団

特別表彰 ３年連続金賞 山形市立南小学校 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

優秀指導者賞 武山和子氏

第53回 22 . 8 . 28 会場：青森市文化会館

高等学校の部 秋田県立湯沢高等学校 福島県立原町高等学校

山形県立鶴岡南高等学校 福島県立平商業高等学校

宮城県多賀城高等学校 山形県立山形中央高等学校

福島県立磐城高等学校 秋田県立秋田南高等学校

福島県立須賀川桐陽高等学校

22 . 8 . 29 中学校の部 仙台市立八軒中学校 いわき市立錦中学校

仙台市立五橋中学校 須賀川市立第一中学校

仙台市立向陽台中学校 相馬市立向陽中学校

盛岡市立北陵中学校 むつ市立大平中学校

特別表彰 ３年連続金賞 福島県立湯本高等学校 秋田市立山王中学校

22 . 9 . 11 会場：郡山市民文化ｾﾝﾀｰ

小学校の部 いわき市立平第三小学校 宮古市立千徳小学校

仙台市立向陽台小学校 仙台市立南材木町小学校

盛岡市立城北小学校 山形市立南小学校

いわき市立植田小学校

高校小編成の部 宮城県涌谷高等学校 帝京安積高等学校

青森県立八戸南高等学校 秋田県立雄物川高等学校

山形県立左沢高等学校

大学の部 福島大学

22 . 9 . 12 中学小編成の部 仙台市立上杉山中学校 伊達市立霊山中学校

湯沢市立須川中学校 横手市立雄物川中学校

いわき市立勿来第一中学校 山形市立金井中学校

職場・一般の部 大曲吹奏楽団 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

仙台吹奏楽団 寒河江吹奏楽団

名取交響吹奏楽団

特別表彰 ３年連続金賞 いわき市立錦小学校 東北福祉大学

秋田吹奏楽団

第52回 21 . 8 . 29 会場：岩手県民会館

高等学校の部 青森山田中学高等学校 福島県立平商業高等学校

秋田県立新屋高等学校 福島県立湯本高等学校

仙台市立仙台高等学校 山形県立山形中央高等学校

秋田県立秋田南高等学校 石巻市立女子高等学校



福島県立磐城高等学校 福島県立相馬高等学校

21 . 8 . 30 中学校の部 仙台市立中山中学校 いわき市立湯本第一中学校

秋田市立山王中学校 仙台市立向陽台中学校

須賀川市立第一中学校 相馬市立向陽中学校

黒石市立黒石中学校 湯沢市立湯沢南中学校

秋田市立御野場中学校

特別表彰 ３年連続金賞 福島県立平商業高等学校 山形県立山形中央高等学校

湯沢市立湯沢南中学校

優秀指導者賞 橋本葉司氏 佐藤誠基氏

21 . 9 . 12 会場：山形県県民会館

小学校の部 いわき市立錦小学校 八戸市立柏崎小学校

山形市立南小学校 八戸市立湊小学校

いわき市立平第三小学校 盛岡市立城北小学校

高校小編成の部 秋田県立雄物川高等学校 帝京安積高等学校

山形県立酒田工業高等学校 秋田県立大館高等学校

大学の部 東北福祉大学 福島工業高等専門学校

21 . 9 . 13 中学小編成の部 湯沢市立須川中学校 鶴岡市立鶴岡第二中学校

岩沼市立岩沼北中学校 いわき市立江名中学校

花巻市立湯本中学校 山形市立金井中学校

職場・一般の部 大曲吹奏楽団 名取交響吹奏楽団

仙台吹奏楽団 秋田吹奏楽団

泉シンフォニックウィンドオーケストラ

特別表彰 ３年連続金賞 仙台市立向陽台小学校 盛岡市立城北小学校

名取交響吹奏楽団

優秀指導者賞 山根斉氏 田中克徳氏

第51回 20 . 8 . 30 会場：東京エレクトロンホール宮城

高等学校の部 福島県立原町高等学校 宮城県泉館山高等学校

福島県立平商業高等学校 秋田県立秋田南高等学校

福島県立湯本高等学校 山形県立山形中央高等学校

専修大学北上高等学校

20 . 8 . 31 中学校の部 仙台市立八軒中学校 湯沢市立湯沢南中学校

須賀川市立第一中学校 相馬市立中村第一中学校

秋田市立山王中学校 仙台市立北仙台中学校

仙台市立中山中学校 相馬市立向陽中学校

特別表彰 ３年連続金賞 福島県立磐城高等学校 宮城県泉館山高等学校

優秀指導者賞 細倉博氏

20 . 9 . 13 会場：秋田県民会館

小学校の部 八戸市立長者小学校 いわき市立植田小学校

仙台市立向陽台小学校 山形市立南小学校

盛岡市立城北小学校 いわき市立錦小学校

高校小編成の部 青森県立青森西高棟学校 宮城県仙台第一高等学校

岩手県立遠野高等学校 山形県立天童高等学校

大学の部 東北福祉大学

20 . 9 . 14 中学小編成の部 郡山市立郡山第四中学校 五城目町立五城目第一中学校

花巻市立湯本中学校 山形市立金井中学校

美郷町立千畑中学校 いわき市立勿来第一中学校

仙台市立寺岡中学校

職場の部 JR東日本東北吹奏楽団

一般の部 名取交響吹奏楽団 秋田吹奏楽団

フィールウインドオーケストラ 泉シンフォニックウィンドオーケストラ

第50回 19 . 8 . 25 会場：郡山市民文化センター

高等学校の部 福島県立湯本高等学校 宮城県泉館山高等学校

福島県立磐城高等学校 秋田県立新屋高等学校



福島県立平商業高等学校 青森山田中学高等学校

仙台高等学校 山形県立山形中央高等学校

19 . 8 . 26 中学校の部 秋田市立山王中学校 南相馬市立小高中学校

湯沢市立湯沢南中学校 相馬市立中村第一中学校

秋田市立秋田南中学校 いわき市立錦中学校

秋田市立飯島中学校 山形市立第三中学校

仙台市立向陽台中学校

特別表彰 ３年連続金賞 仙台市立八軒中学校

19 . 9 . 8 会場：青森市文化会館

小学校の部 いわき市立錦小学校 仙台市立向陽台小学校

むつ市立苫生小学校 仙台市立太白小学校

盛岡市立城北小学校 会津若松市立城北小学校

高校小編成の部 宮城県仙台第一高等学校 岩手県立大槌高等学校

宮城県涌谷高等学校

大学の部 東北福祉大学 秋田大学

19 . 9 . 9 中学小編成の部 仙台市立中山中学校 奥州市立江刺第一中学校

山形市立金井中学校 湯沢市立須川中学校

職場の部 NTT東日本東北ウィンドアンサンブル

一般の部 秋田吹奏楽団 大曲吹奏楽団

名取交響吹奏楽団

特別表彰 ３年連続金賞 大曲吹奏楽団 秋田吹奏楽団



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 　氏    　 武田　和也　氏

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 　氏

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 　氏    　 長澤　至　氏

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 　氏 　   宮内　淳　氏

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

   全日本小学校バンドフェスティバル東北大会金賞受賞団体



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　氏　　　　    永山　典子　氏

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　氏　    渡邉  とも子　氏



第30回 29 . 10 . 29 会場：奥州市総合体育館（Ｚアリーナ）

中学校    仙台市立広瀬中学校 郡山市立郡山第三中学校

   仙台市立宮城野中学校

高等学校以上 　 帝京安積高等学校 青森県立弘前実業高等学校

　 専修大学北上高等学校 　 聖ウルスラ学院英智高等学校

ビギナー 　 宮城県多賀城高等学校

特別表彰 ３年連続金賞    　仙台市立広瀬中学校

優秀指導者賞  横澤かをり 　氏

第29回 28 . 10 . 16 会場：マエダアリーナ（青い森アリーナ）

中学校    仙台市立広瀬中学校 郡山市立郡山第三中学校

   仙台市立宮城野中学校

高等学校以上 聖ウルスラ学院英智高等学校 青森県立弘前実業高等学校

帝京安積高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

ビギナー 　　な　し

特別表彰 ３年連続金賞    秋田市立秋田商業高等学校

第28回 27 . 10 . 18 会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

中学校    仙台市立広瀬中学校 郡山市立郡山第三中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

　 聖ウルスラ学院英智高等学校 青森県立弘前実業高等学校

　 専修大学北上高等学校

ビギナー 　 宮城県石巻好文館高等学校

特別表彰 ３年連続金賞    郡山市立郡山第三中学校    宮城県宮城広瀬高等学校

   青森県立弘前実業高等学校

優秀指導者賞    芳賀　景子 　氏    酒井　　淳 　氏

   佐藤　静江 　氏    髙橋　伸光 　氏

第27回 26 . 10 . 19 会場：福島県営あづま総合体育館

中学校 横手市立平鹿中学校    仙台市立広瀬中学校

藤崎町立藤崎中学校 郡山市立郡山第三中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 　 福島県立郡山北工業高等学校

秋田市立秋田商業高等学校 青森県立弘前実業高等学校

ビギナー 　 宮城県石巻好文館高等学校

第26回 25 . 10 . 20 会場：秋田県立体育館

中学校 藤崎町立藤崎中学校 郡山市立郡山第三中学校

横手市立平鹿中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 青森県立弘前実業高等学校

秋田市立秋田商業高等学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校

　 専修大学北上高等学校

ビギナー    該当団体なし

特別表彰 ３年連続金賞    藤崎町立藤崎中学校    秋田市立秋田商業高等学校

第25回 24 . 10 . 28 会場：マエダアリーナ（青い森アリーナ）

中学校 郡山市立郡山第三中学校 藤崎町立藤崎中学校

高等学校以上 青森県立弘前実業高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

宮城県宮城広瀬高等学校

ビギナー 仙台市立南小泉中学校 紫波町立紫波第一中学校

特別表彰 ３年連続金賞    青森県立弘前実業高等学校

優秀指導者賞    佐々木　光明 　氏

第24回 23 . 10 . 16 会場：水沢総合体育館（Zアリーナ）

中学校 藤崎町立藤崎中学校 横手市立平鹿中学校

高等学校以上 秋田市立秋田商業高等学校 専修大学北上高等学校

青森県立弘前実業高等学校

      全日本マーチングコンテスト東北大会金賞受賞団体



ビギナー 仙台市立仙台青陵中等教育学校

特別表彰 ３年連続金賞    浪江町立浪江東中学校

優秀指導者賞    清信　律子 　氏

第２3回 22 . 10 . 24 会場：仙台市体育館

中学校 横手市立平鹿中学校 藤崎町立藤崎中学校

浪江町立浪江東中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

青森県立弘前実業高等学校 専修大学北上高等学校

ビギナー 仙台市立宮城野中学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校

第２２回 21 . 11 . 1 会場：福島県営あづま総合体育館

中学校 浪江町立浪江東中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 青森県立弘前実業高等学校

ビギナー 宮城県仙台東高等学校

特別表彰 ３年連続金賞 　 宮城県宮城広瀬高等学校 　　藤崎町立藤崎中学校

優秀指導者賞    小幡宏二郎 　氏    相馬　　保　氏

   西谷　英則　氏    山本　賢治　氏

第２１回 20 . 10 . 26 会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

中学校 藤崎町立藤崎中学校 浪江町立浪江東中学校

高等学校以上 宮城県宮城広瀬高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

ビギナー 藤崎町立明徳中学校 山形県立楯岡高等学校

石巻市立女子高等学校

特別表彰 ３年連続金賞 　 専修大学北上高等学校

第２０回 19 . 10 . 28 会場：青い森アリーナ（部門統一・東北独自にビギナーの部開催）

中学校 藤崎町立藤崎中学校 秋田市立河辺中学校

高等学校以上 秋田市立秋田商業高等学校 専修大学北上高等学校

宮城県宮城広瀬高等学校

ビギナー 仙台市立八軒中学校 日本大学山形高等学校・中学校

特別表彰 ３年連続金賞 　　  秋田市立秋田商業高等学校

優秀指導者賞    池田孝幸 　氏

第19回 18 . 10 . 29 会場：秋田県立体育館　　

ﾊﾟﾚｰﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ

　　　中学校 藤崎町立藤崎中学校 浪江町立浪江東中学校

高等学校以上  　秋田市立秋田商業高等学校  　宮城県宮城広瀬高等学校

フェスティバル

高等学校以上  　Mｼﾃｨﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ楽人 　 岩手県立盛岡第四高等学校

 　専修大学北上高等学校

特別表彰 ３年連続金賞 　  　秋田市立河辺中学校

優秀指導者賞    小白川浩司　氏

第18回 17 . 10 . 30 会場：岩手産業文化センター・アピオ　　

ﾊﾟﾚｰﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ

　　　中学校 秋田市立河辺中学校 浪江町立浪江東中学校

高等学校以上  　山形県立新庄北高等学校

フェスティバル

　　　中学校  　加美町立中新田中学校

高等学校以上  　秋田市立秋田商業高等学校 　 宮城県宮城広瀬高等学校

 　青森県立三沢商業高等学校 　 専修大学北上高等学校

特別表彰 ３年連続G・S賞 　  　宮城県宮城広瀬高等学校 　    郡山女子大学附属高等学校

第17回 16 . 10 . 24 会場：仙台市体育館　　

ﾊﾟﾚｰﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ



　　　中学校 川辺町立河辺中学校

高等学校以上 　 青森県立五所川原工業高等学校

フェスティバル

　　　中学校 　 加美町立中新田中学校 　 協和町立協和中学校

高等学校以上 　 秋田市立秋田商業高等学校 　 宮城県宮城広瀬高等学校

　　SENDAI Verdures 　 郡山女子大学附属高等学校

特別表彰 ３年連続G・S賞 　  　秋田市立秋田商業高等学校   　　専修大学北上高等学校

４年連続G・S賞 　  　加美町立中新田中学校

３年連続金賞    浪江町立浪江東中学校

優秀指導者賞 　　  佐藤祐一　氏　　 　　  北原　美恵　氏


