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第４１回全日本小学生バンドフェスティバル東北大会
第３５回全日本マーチングコンテスト東北大会

開 催 要 項
１．主 催 東北吹奏楽連盟・朝日新聞社

２．後 援 岩手県教育委員会・奥州市教育委員会・岩手県音楽教育研究会

岩手県高等学校文化連盟・岩手県中学校文化連盟

テレビ岩手・ＩＢＣ岩手放送・めんこいテレビ・岩手朝日テレビ

エフエム岩手・岩手日報社・岩手日日新聞社

３．協 力 （株）ヤマハミュージックジャパン

４．主 管 岩手県吹奏楽連盟

５．日 時 令和４年１０月２日(日) 開演１０：３０（開場１０：００）

６．会 場 奥州市総合体育館(奥州市水沢羽田町うぐいす平 72 番地 ℡ 019-22-7000）
７．審 査 員 ○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○

８．参加資格 東北各県吹奏楽連盟加盟団体で県代表に推薦された小学生、中学校、高等学校

大学、職場･一般の吹奏楽団（構成メンバーは、東北吹奏楽連盟の規定に準ずる）

９．実施部門 (１) 全日本小学生バンドフェスティバル東北大会（以下小学生ﾊ゙ ﾝﾄ゙ ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ ﾙ）

(２) 全日本マーチングコンテスト東北大会（以下マーチングコンテストという）

① 中学校の部

② 高等学校以上の部

③ ビギナーの部（中学校の部、高等学校の部）

10．参加人数 （１）全日本小学生バンドフェスティバルは、自由とする

（２）全日本マーチングコンテストは、DMを含み 81名以内とする

11．編 成 木管楽器、金管楽器、打楽器を中心とした編成を原則とする。小学生バンドフ

ェスティバルは、自由とする、マーチングコンテストは、電子楽器、ピアノ、チ

ェレスタの使用は認めない。

12．演奏時間 (１) 小学生バンドフェスティバル ７分以内

(２) マーチングコンテスト（中学校・高等学校以上） ６分以内

(３) マーチングコンテスト（ビギナーの部） ５分以内

計時は演奏開始から終了までとするが、開始と終了の意志表示は申込書に

記入すること。入場と退場は計時しないが、速やかに入退場すること。

13．演奏曲目 自由とする。

14．服 装 自由とする。

15．演技方法 マーチングコンテストは、全日本吹奏楽連盟が定めた規定を演技しなければな

らない

16．演技フロア フロアは縦３０ｍ・横３０ｍの外周枠と、縦２０ｍ・横２０ｍの内枠と、縦・

横の中間から直線を引き、ポイントを中心から５ｍ間隔で打つ。ポイントは白

ラインテープを６２.５㎝に切ったもので十印を作る。尚、演技は外周３０ｍの

枠を超えても構わないが，スペースに限りがあるので留意すること。

17．予選県大会 全部門、次の県吹奏楽連盟で予選大会を開催する。

① 青森県吹奏楽連盟 ② 岩手県吹奏楽連盟 ③ 秋田県吹奏楽連盟

④ 山形県吹奏楽連盟 ⑤ 宮城県吹奏楽連盟 ⑥ 福島県吹奏楽連盟

18．県代表数 小学生バンドフェスティバル、マーチングコンテスト合わせて７団体とする。

ただし、小学生バンドフェスティバルは４団体までとする。また、ビギナーの

部に参加した団体は東北大会に出場できる。

19．全国推薦数 小学生バンドフェスティバル ４団体

マーチングコンテスト 中学校の部 ２団体

高等学校以上の部 ２団体

20．表 彰 小学生バンドフェスティバルの出演団体に、金、銀、銅の各賞を贈る。

マーチングコンテストの出演団体に、金、銀、銅の各賞を贈る。
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21．全国大会 第４１回全日本小学生バンドフェスティバル

期日／令和４年１１月１９日(土) 会場／大阪城ホール

第３５回全日本マーチングコンテスト

期日／令和４年１１月２０日(日) 会場／大阪城ホール

22．参 加 料 １団体 ３０,０００円

23．入 場 券 中学生以上１,５００円 小学生以下１,０００円

（１）入場時に入場券への氏名及び連絡先の記入、手指消毒及び検温のご

協力をお願いします。

（２）一度退場されますと、再入場はできません。

（３）出演団体の長には、後日、招待券を郵送します。団体予約入場券の購入の

有無に関わらず、郵送料１，０００円を入場券代金と一緒に振り込んで下

さい。なお、申し込み後の購入枚数の変更には応じられません。

（４）一般入場者には、当日券を販売します。小学生以上は入場券が必要です。

また、未就学児は座席を占有する場合、入場券が必要です。

（５）当日券は午前９時３０分から大会会場において販売します。

（６）当日券は、数に限りがありますので、団体予約入場券を購入下さい。

（７）団体予約入場券の購入枚数に制限はありませんが、払戻には応じません。

（８）新型コロナ感染拡大防止の観点から、出演団体として入館できるの

は「引率顧問」、「指揮者・ＤＭを含む出演者部員・出演者団員」と

「補助者 10 名まで」です。「補助者」の資格は各団体に一任します。

「補助者」には「補助者用リボン」を配付します。「出演者章」及び

「補助者用リボン」で「鑑賞者席」に入場することはできません。

「鑑賞者席」での鑑賞を希望する場合、入場券を購入して下さい。

（９）ライブ動画配信は１日通しで１,５００円で視聴できます。ライブ

配信チケットは、チケットぴあで販売します。（チケット購入はチ

ケットぴあインフォメーション、視聴についてはＰＩＡ ＬＩＶ

Ｅ ＳＴＲＥＡＭ(ぴあライブストリーム)にお問合せください。

24．プログラム １部５００円（参加団体に３部贈呈）

（１）予約プログラムは、前日のリハーサルまたは当日、受付で配布します。

（２）招待券（団体長ご本人のみ）持参者には、プログラムを１部贈呈します。

(３) 一般の方向けに、パルス東京・オンラインショップでも販売いたし

ます。１部８００円（送料５００円が別途かかります。）

25．参加経費 大会出場に要する費用は、参加団体の負担とする。

26．音楽著作権料 東北吹奏楽連盟が負担します。

27．写真撮影・ビデオ収録

（１）この大会は、全国大会の予選を兼ねております。録音・録画、写真

撮影は大会運営上支障が生じますので、禁止いたします。

（２）この大会では感染防止対策の一つとして演奏・演技終了後の集合写

真撮影はございません。速やかに楽器等を片付けて下さい。

（３）東北大会における参加団体の写真撮影・ビデオ撮影・ライブ配信に

ついては、当連盟が契約する次の各社に業務を委託しております。

貴団体が写真撮影、ビデオ収録、ライブ配信されることを承諾する

かどうかを参加申込書に記載ください。

・写真撮影：㈱フォトライフ ・ビデオ撮影及び配信：㈱パルス東京

28．リハーサル 令和４年１０月１日(土)

① 岩手県 １１:００～１２:００ ② 宮城県 １２:１０～１３:１０

③ 秋田県 １３:２０～１４:２０ ④ 青森県 １４:３０～１５:３０

⑤ 山形県 １５:４０～１６:４０ ⑥ 福島県 １６:５０～１７:５０
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＊各県の時間割り当ては各県事務局長裁量とする。

※チューニング室の利用は、リハーサル開始時刻の 15 分前からとします。また、

※県代表数の違いによりリハーサル時間が変更になることもあります（1 団体 10 分目安）。決

まり次第お知らせします。

29．代表者連絡会 開催しません。

（１）当日の大会運営や会場説明並びに諸注意事項等必要な連絡は、原則メー

ルで行います。

（２）出演者章、予約プログラム、領収書等は、前日リハーサルまたは当日の

団体受付で配布します。持ち運び用の袋をご用意ください。

30．二次案内 全参加団体が参加申込が終了され次第、二次案内（進行表、参加団体マニュア

ル等）をメールで配布します。招待券は郵送します。

31．送 金 （１）参加料及び予約プログラム代

岩手県吹奏楽連盟指定の振込先（銀行口座）に、令和４年９月１５日(木)

（福島県代表団体は９月２０日）までに送金願います。なお、振込手数料は、

参加団体でご負担願います。また、振込書のコピーを提出してください。

・振込人の名称は、必ず学校・団体名で、記載願います。

・学校名は、○○県立、○○市立を省略して、記載願います。

・振込銀行先

銀 行 名：○○銀行 ○○支店

口座番号：普通 ○○○○○○○

口座名義：○○○○○○○○○○

（２）予約入場券及び事前郵送料

東北吹奏楽連盟指定の振込先（銀行口座）に、令和４年９月２１日(水)

までに送金願います。なお、振込手数料は、参加団体でご負担願います。

また、振込書のコピーを提出してください。

・振込人の名称は、必ず学校・団体名で、記載願います。

・学校名は、○○県立、○○市立を省略して、記載願います。

・振込銀行先

銀 行 名：○○銀行 ○○支店

口座番号：普通 ○○○○○○○

口座名義：○○○○○○○○○○

※招待券及び予約した入場券は郵送します。送付先住所を必ずご記入ください。また，予約入

場券の購入の有無にかかわらず、招待券を郵送しますので郵送料として１,０００円を送金

してください。購入なしの場合は「０枚」とご記入願います。

32 ．提出書類 1 下記の提出書類を、大会事務局（岩手県吹奏楽連盟）に pdf化しメールで提出。

提出先メールアドレス：○○○@○○ .○○

締切日時：９月１５日（木）17時（※福島県代表団体は９月２０日（火）１７時）

※すべての提出書類を１つのpdfファイルにして提出してください。

※送信の際、メールの件名は「団体コード(6桁）」＋「団体名」＋「送信内容」を記入して下さい。

例)「303299盛岡東中 マーチング参加申込」

（１）参加申込書（様式Ａ） １部提出

（２）楽曲と作曲者・編曲者等がわかる部分の楽譜のコピー １部提出

（３）演奏利用明細書（日本音楽著作権協会提出用） １部提出

（４）編曲許諾書のコピー（該当団体のみ） １部提出

（５）参加料・プログラム申込書（様式Ｂ）※振込書のコピー貼付 １部提出

注)一度申し込まれたプログラムの数の変更はできません。

（６）プログラム用調査用紙（様式Ｄ） １部提出

（７）演奏演技開始の意志表示記入用紙兼配置図（様式Ｅ） １部提出

（８）演奏演技終了の意志表示記入用紙（様式Ｆ） １部提出

（９）規定課題演技申告書(マーチングコンテストの部)（様式Ｇ） １部提出
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（10）出演団体写真（※こちらでは加工しません。そのまま印刷できる状態の物を提出して下さい）１部提出

33．提出書類 2 予約入場券申込書（様式Ｃ：振込書のコピーを貼付）は東北吹奏楽連盟事務局

に pdf化しメールで提出。注)一度申し込まれた入場券の数の変更はできません。

提出先メールアドレス：○○○@○○.○○

締切日時：９月２２日（木）正午厳守

※様式Ｃ及び銀行振込書コピーを１つのpdfファイルにして提出して下さい。

※送信の際、メールの件名は「団体コード(6桁）」＋「団体名」＋「送信内容」を記入して下さい。

例)「303299盛岡東中 チケット申し込み」

34．提出書類 3 （１）（様式Ｈ）東北大会参加のための行動計画書は、令和４年９月２７日

（火）までに pdf 化して岩手県吹奏楽連盟にメールで提出して下さい。

（２）健康チェックシートは、大会当日団体受付に提出してください。な

お、大会前に東北吹連 HP にエクセルファイルを掲載する予定です。

35．問い合せ先 第 41回全日本小学生バンドフェスティバル東北大会並びに第 35回全日本マーチ

ングコンテスト東北大会事務局（岩手県吹奏楽連盟）

大会専用電話 ○○○-○○○-○○○ 大会専用メール○○○@○○ .○○

※お問い合わせは、原則、メールでお願いします。

※練習会場の問い合わせ等を、岩手県教育委員会、奥州市教育委員会、奥州市

総合体育館等の公共機関にすることは、固くお断りいたします。

36．宿泊･弁当申込 参加団体の宿泊及び弁当は、東武トップツアーズ盛岡支店が、一括取扱います。

（１）宿泊又は弁当を申し込む場合、別添の申込書を用いて申し込みください。

（２）東武トップツアーズ盛岡支店以外に宿泊申込された団体に、不慮の事態が

生じた場合、大会事務局では出演等の相談には応じません。

（３）東武トップツアーズ盛岡支店以外の業者に申し込みされた参加団体の弁当

の受け取りや持ち込みは、大会運営上支障が生じますので、奥州市総合体育

館の敷地内への持ち込みを禁止いたします。

37．そ の 他 （１）大会会場は全館土足厳禁となっております。出演者、一般鑑賞者等、来場

するすべての方は、上履きをご持参下さい。

（２）大会会場付近には、民間の駐車場はございません。大会会場の附属駐車場

は、約５００台程度でございます。満車の場合は駐車をお断りさせて頂き

ます。ＪＲ、タクシーなどの公共交通機関をご利用の上、ご来場下さい。

（３）出演者送迎のバスおよびトラックなどの楽器運搬車輌は会場の附属駐車場

に駐車して頂く予定ですが、満車の場合は一時的に別駐車場に移動してい

ただくことになります。詳細は二次案内でお知らせします。

（４）附属駐車場に隣接している多目的運動場で音を出しての練習が可能です。

会場建物周辺・通路での音だしはお止め下さい（雨天時も）。

（５）附属駐車場（バス駐車場所）から会場入口まで距離があります。雨天時

の対応は各団体でお願いします。

（６）大会当日及び前日とも、館内での飲食（水分補給を除く）はできません。

昼食を取る場合、たとえ指定業者に依頼した弁当である場合も、会場外

又は各団体のバス等で取るようにして下さい。また、館内での移動時は

マスクを着用し、手指消毒の徹底をお願いします。

(７) 新型コロナウィルス感染者及び濃厚接触者、発熱を含む体調不良者は

大会に参加できません。

（８）全日本小学生バンドフェスティバル東北大会に出演した団体は、全日

本マーチングコンテスト東北大会の開演までに退館をお願いします。

(９) 表彰式は行いません。審査結果は東北吹奏楽連盟ホームページ等

で１９時頃に発表いたします。

（10）新型コロナウィルス感染状況により、大会開催の方法を変更する場合が

あります。


