
9:55 9:25 9:10

10:00 高（小）１ 村山 山形商業高 9:30 中１ 村山 陵南中 9:15 大学１ 田川 鶴岡工専

10:10 高（小）２ 置賜 米沢東高 9:45 中２ 村山 河北中 9:30 大学２ 村山 山形大学

10:20 高（小）３ 田川 庄内総合高 10:00 中３ 置賜 長井北中 9:45 小１ 置賜 長井小

10:30 高（小）４ 最北 新庄南高 10:15 中４ 村山 上山北中 9:55 小２ 置賜 米沢南部小

10:40 高（小）５ 置賜 南陽高 10:30 中５ 最北 神町中 10:05 小３ 村山 寒河江小

10:50 高（小）６ 田川 鶴岡工業高 10:45 中６ 田川 羽黒中 10:15 小４ 田川 朝暘第二小

11:00 高（小）７ 飽海 酒田西高 11:00 10:25 小５ 置賜 米沢西部小

11:10 高（小）８ 村山 谷地高 11:15 中７ 飽海 酒田一中 10:35 小６ 村山 南沼原小

11:20 11:30 中８ 村山 蔵王一中 10:45 小７ 置賜 米沢東部小

11:35 高（小）９ 村山 上山明新館高 11:45 中９ 置賜 沖郷中 10:55 小８ 村山 山形二小

11:45 高（小）１０ 飽海 酒田光陵高 12:00 中１０ 置賜 米沢二中 11:05

11:55 高（小）１１ 村山 寒河江高 12:15 中１１ 村山 山形一中 11:20 中（小）１ 田川 鶴岡二中

12:05 高（小）１２ 田川 鶴岡中央高 12:30 中１２ 村山 天童二中 11:30 中（小）２ 飽海 遊佐中

12:15 高（小）１３ 最北 新庄東高 12:45 中１３ 最北 東桜学館中 11:40 中（小）３ 村山 山形五中

12:25 高（小）１４ 村山 日大山形高 13:00 11:50 中（小）４ 村山 高楯中

12:35 高（小）１５ 置賜 米沢工業高 13:45 中１４ 村山 山形四中 12:00 中（小）５ 置賜 白鷹中

12:45 高（小）１６ 置賜 荒砥高 14:00 中１５ 最北 日新中 12:10 中（小）６ 最北 鮭川中

12:55 高（小）１７ 田川 鶴岡東高 14:15 中１６ 村山 山形九中 12:20 中（小）７ 置賜 宮内中

13:05 14:30 中１７ 村山 山形二中 12:30 中（小）８ 最北 最上中

13:35 14:45 中１８ 村山 上山南中 12:40

14:05 高１ 村山 山形南高 15:00 中１９ 置賜 米沢一中 12:45

14:20 高２ 田川 鶴岡南高 15:15 中２０ 置賜 米沢五中 13:25 中（小）９ 最北 新庄中

14:35 高３ 村山 山形城北高 15:30 13:35 中（小）１０ 飽海 鳥海八幡中

14:50 高４ 村山 東海大山形高 15:45 中２１ 田川 鶴岡三中 13:45 中（小）１１ 村山 山形七中

15:05 高５ 置賜 長井高 16:00 中２２ 飽海 酒田三中 13:55 中（小）１２ 置賜 米沢六中

15:20 高６ 村山 山形東高 16:15 中２３ 村山 山形三中 14:05 中（小）１３ 田川 鶴岡一中

15:35 16:30 中２４ 置賜 長井南中 14:15 中（小）１４ 村山 中山中

15:50 高７ 置賜 米沢興譲館高 16:45 中２５ 村山 山形十中 14:25 中（小）１５ 最北 萩野学園

16:05 高８ 飽海 酒田東高 17:00 中２６ 最北 楯岡中 14:35 中（小）１６ 田川 藤島中

16:20 高９ 最北 東桜学館高 17:15 中２７ 村山 山形六中 14:45

16:35 高１０ 村山 山形北高 17:30 15:00 中（小）１７ 置賜 米沢三中

16:50 高１１ 村山 山形中央高 18:00 15:10 中（小）１８ 村山 西川中

17:05 18:30 15:20 中（小）１９ 飽海 酒田六中

17:35 15:30 中（小）２０ 最北 大石田中

18:05 15:40 中（小）２１ 村山 金井中

15:50 中（小）２２ 田川 鶴岡四中

16:00 中（小）２３ 田川 三川中

16:10

16:40

17:10 一般１ 村山 山形

17:25 一般２ 置賜 米沢

17:40 一般３ 村山 上山

17:55 一般４ 最北 新庄

18:10 一般５ 飽海 酒田

18:25 一般６ 田川 鶴岡

18:40 一般７ 村山 寒河江

18:55

休憩(１５分)

全日本吹奏楽コンクール第５７回山形県大会
出演順および本番時間

７月２７日（金） ７月２８日（土） ７月２９日（日）

休憩(１５分)

地区 団体演奏演奏 部門・順 地区 団体名

挨拶・紹介

演奏 部門・順

休憩(３０分)　

成績発表

終了

休憩(３０分)

表彰式(３０分)

終了

挨拶・紹介

部門・順 地区 団体名

挨拶･紹介

休憩(１５分)

昼食休憩(４５分)

休憩(１５分)

成績発表(５分)

昼食休憩（４０分）

表彰式(３０分)

終了

休憩(３０分)

休憩(１５分)

休憩(１５分)

成績発表

昼食休憩(３０分)


