
北海道 上富良野町立上富良野中学校 北海道 札幌市立清田中学校

北海道 木古内町立木古内中学校 福島県 郡山市立郡山第一中学校

北海道 深川市立深川中学校 埼玉県 朝霞市立朝霞第一中学校

北海道 美瑛町立美瑛中学校 埼玉県 川口市立芝中学校

秋田県 秋田市立山王中学校 千葉県 市川市立第三中学校

茨城県 茨城県立並木中等教育学校 千葉県 柏市立柏中学校

茨城県 日立市立泉丘中学校 千葉県 柏市立酒井根中学校

茨城県 ひたちなか市立大島中学校 千葉県 柏市立豊四季中学校

栃木県 宇都宮市立泉が丘中学校 千葉県 習志野市立第五中学校

栃木県 真岡市立真岡東中学校 千葉県 船橋市立海神中学校

千葉県 市原市立五井中学校 千葉県 松戸市立小金中学校

千葉県 市原市立ちはら台南中学校 千葉県 松戸市立第一中学校

千葉県 東金市立東金中学校 千葉県 松戸市立第四中学校

千葉県 流山市立南部中学校 東京都 創価中学校

千葉県 松戸市立小金南中学校 神奈川県 茅ヶ崎市立第一中学校

千葉県 松戸市立第三中学校 神奈川県 横浜市立荏田南中学校

東京都 江戸川区立鹿本中学校 神奈川県 横浜市立田奈中学校

東京都 青梅市立泉中学校 神奈川県 横浜市立十日市場中学校

東京都 青梅市立第三中学校 神奈川県 横浜市立戸塚中学校

東京都 福生市立福生第二中学校 長野県 小諸市立小諸東中学校

神奈川県 川崎市立高津中学校 岐阜県 大垣市立東中学校

神奈川県 横浜市立蒔田中学校 静岡県 浜松市立湖東中学校

新潟県 新潟市立坂井輪中学校 静岡県 浜松市立積志中学校

富山県 射水市立小杉中学校 愛知県 名古屋市立神丘中学校

長野県 飯島町立飯島中学校 京都府 長岡京市立長岡第二中学校

愛知県 岡崎市立矢作中学校 大阪府 大阪市立下福島中学校

愛知県 名古屋市立汐路中学校 大阪府 豊中市立第十一中学校

大阪府 大阪市立喜連中学校 兵庫県 西宮市立大社中学校

大阪府 大阪市立梅香中学校 島根県 出雲市立第三中学校

大阪府 関西創価中学校 岡山県 岡山市立芳泉中学校

大阪府 吹田市立豊津西中学校

島根県 川本町立川本中学校

中学校Ａ部門 中学校B部門

2022（第28回）日本管楽合奏コンテスト全国大会出場団体



北海道 北海道栄高等学校 北海道 旭川明成高等学校

北海道 北海道知内高等学校 北海道 北海道旭川商業高等学校

岩手県 岩手県立水沢商業高等学校 宮城県 古川学園高等学校

山形県 鶴岡東高等学校 埼玉県 浦和学院高等学校

茨城県 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 埼玉県 春日部共栄高等学校

栃木県 栃木県立佐野東高等学校 埼玉県 川口市立高等学校

埼玉県 秋草学園高等学校 埼玉県 山村国際高等学校

埼玉県 慶應義塾志木高等学校 千葉県 千葉市立千葉高等学校

千葉県 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 千葉県 千葉県立小金高等学校

千葉県 千葉県立成東高等学校 千葉県 千葉県立千葉商業高等学校

千葉県 千葉県立八千代高等学校 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校

千葉県 千葉日本大学第一高等学校 東京都 関東第一高等学校

千葉県 松戸市立松戸高等学校 東京都 東京都立片倉高等学校

東京都 東海大学菅生高等学校 東京都 堀越高等学校

東京都 東京都立白鷗高等学校 長野県 松商学園高等学校

東京都 東京都立八王子桑志高等学校 静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校

東京都 日本大学第三高等学校 静岡県 常葉大学附属橘高等学校

神奈川県 横浜創学館高等学校 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校

新潟県 帝京長岡高等学校 静岡県 浜松日体中・高等学校

富山県 片山学園中学校・高等学校 愛知県 安城学園高等学校

山梨県 日本航空高等学校 愛知県 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校

岐阜県 岐阜県立大垣養老高等学校 京都府 京都精華学園高等学校

静岡県 静岡県立沼津商業高等学校 京都府 京都廣学館高等学校

静岡県 静岡県立浜松工業高等学校 京都府 京都両洋高等学校

静岡県 浜松開誠館中学校・高等学校 大阪府 あべの翔学高等学校

静岡県 浜松市立高等学校 大阪府 東海大学付属大阪仰星高等学校

愛知県 日本福祉大学付属高等学校 兵庫県 尼崎市立尼崎双星高等学校

愛知県 東邦高等学校 兵庫県 甲子園学院中学校・高等学校

大阪府 関西創価高等学校 広島県 広島翔洋高等学校

兵庫県 須磨学園高等学校・中学校 鹿児島県 出水学園出水中央高等学校

広島県 呉市立呉高等学校

愛媛県 新田高等学校
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北海道 札幌市立札苗緑小学校 北海道 小樽市立菁園中学校

岩手県 北上市立黒沢尻北小学校 北海道 訓子府町立訓子府中学校

宮城県 仙台市立向陽台小学校 北海道 士別市立士別南中学校

福島県 伊達市立伊達小学校 青森県 つがる市立森田中学校

福島県 西郷村立小田倉小学校 福島県 須賀川市立義務教育学校 稲田学園

福島県 福島市立平野小学校 福島県 西郷村立西郷第二中学校

茨城県 東海村立村松小学校 茨城県 境町立境第一中学校

栃木県 真岡キッズハーモニー 埼玉県 八潮市立八條中学校

埼玉県 さいたま市立大宮小学校 東京都 青梅市立第二中学校・青梅市立第六中学校・青梅市立吹上中学校

埼玉県 さいたま市立大宮南小学校 山梨県 甲州市立塩山北中学校

埼玉県 さいたま市立つばさ小学校 静岡県 静岡市立清水第三中学校

千葉県 浦安市立東野小学校 滋賀県 豊郷町立豊日中学校

千葉県 柏市立柏第三小学校 長崎県 長崎県立長崎東中学校

千葉県 習志野市立東習志野小学校 鹿児島県 鹿児島市立明和中学校

千葉県 習志野市立実花小学校

千葉県 船橋市立高根東小学校

千葉県 船橋市立西海神小学校 北海道 北海道名寄高等学校

千葉県 船橋市立八栄小学校 山形県 山形県立鶴岡工業高等学校

東京都 青梅市立第三小学校 茨城県 茨城県立境高等学校

東京都 江東区立明治小学校 茨城県 茨城県立八千代高等学校

東京都 世田谷区立千歳小学校 埼玉県 立教新座高等学校

東京都 武蔵野市立第一小学校 千葉県 千葉学芸高等学校

神奈川県 相模原市立共和小学校 東京都 立川女子高等学校

長野県 小諸市立野岸小学校 東京都 東京都立八丈高等学校

京都府 精華町立東光小学校 神奈川県 湘南工科大学附属高等学校

大阪府 関西創価小学校 新潟県 新潟明訓高等学校

奈良県 生駒市立あすか野小学校 岐阜県 岐阜県立羽島高等学校

奈良県 生駒市立生駒台小学校 三重県 三重県立白子高等学校

山口県 防府市立華城小学校 大阪府 相愛中学校・高等学校

熊本県 五福風流街ウインズ 兵庫県 神戸野田高等学校

小学校部門 中学校Ｓ部門

高等学校Ｓ部門
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