
東京都小学校吹奏楽コンクール参加要項 
 

１．日  時 令和４年８月３日（水） 

 

２．会  場 府中の森芸術劇場「どりーむホール」 
      〒183-0001  

東京都府中市浅間町１－５ 
 
３．主  催 

   東京都小学校吹奏楽連盟   

 
４．後  援 

  朝日新聞社 東京都教育委員会（申請中） 東京都吹奏楽連盟   
 
５．エントリーの方法 

 ・東日本学校吹奏楽大会部門、全日本小学生バンドフェスティバル部門のうち、どちらか一方にエントリー
できる。 

 
６．参加資格 

 ・東京都小学校吹奏楽連盟に加盟している学校の小学生。 

 ・構成メンバーは、 同一小学校に在籍、または校内外で活動する単独校、複数校混合の団体に在籍している
小学生とする。ただし、同一人が二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。 

※原則として、東京都小学校吹奏楽コンクール（注１）の参加人数で東京都吹奏楽コンクール、全日本小学
生バンドフェスティバル東京都大会に参加する事とする。 

 ※移動教室等、やむを得ない事情がある場合は学校長の申し出により、理事長の承認の上で人数の変更を認
める。尚、参加分担金はコンクール当日の参加人数で算出する。 
注１）以下コンクールと記載する。 

 〈指揮者について〉 
   指揮者の資格については制限しないが、同一指揮者が二つ以上の団体に重複して指揮することは認めな

い。また、外部指導員に指揮を委任する場合は、その理由を明記した「指揮者委任許諾願い」を都小吹連
事務局に提出する。 

 
〈新型コロナウイルス感染防止策について〉 

① 出演者・来場者ともに健康管理に努め、発熱（３７、５度以上）・体調不良者は来館しない。 
 

② 出演者は、本番２週間前から検温・体調管理を行い、引率責任者は出演者及び引率者の健康状態を当日の朝
に確認し、受付に伝える。健康観察カード等は、提出しなくて良い。 
 

③ 来場者（保護者）は、来館時に運営側で検温をする。３７．５℃以上の発熱のある場合は入場できない。 
 

④ 館内（ロビー・楽器置き場等すべての場所）での食事は禁止。水分の補給のみ可。 
 

⑤ 演奏時以外はマスクを着用し、手洗い・手指消毒を徹底する。私語はしない。 
 

⑥ 演奏時は、打楽器奏者・ダンス・指揮者についても、マスクを外しても構わない。ただし、歌唱など発声を
伴う場合は、必ずマスクを着用する。 

 
⑦ ステージ上では、演奏者の間隔をなるべく広く空ける。 

 

⑧ 管楽器奏者は吸水シートを持参し、チューニングルーム・ステージ袖・ステージ上で唾が床に落ちないよう
にする。 

 

 



 
７．審査員 ５名     

・武蔵野音楽大学名誉教授  フルート奏者 佐伯 隆夫 

・東京音楽大学教授 サキソフォン奏者 小串 俊寿 

・東京藝術大学教授 トランペット奏者 栃本 浩規 

・武蔵野音楽大学特任教授 トロンボーン奏者 井上 順平 

・NHK交響楽団   首席ティンパニ奏者 植松 透 

 
８．審査方法 
 各審査員からの点数（100点満点）を合計して順位を決め、各校には金賞・銀賞・銅賞のいずれかの賞が与え
られる。各賞の割合は概ね３：４：３とする。 

 
９．推薦枠 

 コンクールにおいて、優秀な成績をおさめた団体については、次の大会に推薦する。 

 ・東京都吹奏楽コンクールに上から６団体。（９/１０） 
 ・全日本小学生バンドフェスティバル東京都大会に上から１１団体。（８/２８） 

 
１０．演奏について     

 ・木管楽器、金管楽器、打楽器を中心とした演奏とする。 
 ・コンクール部門：歌声についてはスキャット、ハミングは認めるが歌詞は認めない。 
 ・バンドフェスティバル部門：スキャット、ハミング、歌詞を認める。 

 ・演奏時間は７分以内とする。７分を超過した場合は失格とし、審査の対象外とする。  

 ※マーチングの部に参加する学校は、感染予防対策を十分に行い、飛沫拡散を防ぐようにする。マーチングの

管楽器の担当児童は、ステージ上では吸水シートが使用できないので、つばふきタオルなどを携帯し、ステー

ジ上に唾が落ちないようにする。今年度については、特に動きの規制はしない。 

※演奏時間とは、１曲目の出だし音から（または演技のはじめから）、最後の曲の終わりの音（または演技
の終わり）までとする。 

 ・セッティングは座奏・マーチンともに３分以内。超過した場合は減点の対象となる場合がある。 
 
１１．演奏曲目         

・当コンクールで演奏した曲を都大会、東日本大会、全国大会でも演奏することとする※全日本小学校バン
ドフェスティバル部門においては、やむを得ない事情により曲目を変更する場合は理事長に報告し承認を
得る。 

・全日本小学校バンドフェスティバル部門はコンクールで演奏した曲の増減を認める。 

＊曲目申請の最終締め切りは６月３０日（木）とする。 

 
１２．分担金について      

 ・分担金は５００円×参加児童数＋１０００円×保護者数（参加児童数×1,5倍・小数点以下切上げ）とする。 
 

 
１３．運  営  
・東京都小学校吹奏楽連盟で行う。 

 
１４．受  付            

 ・引率責任者は出演児童が会場に到着したらすぐに受付を行い、出演児童の健康状況を口頭で報告する。 
 ・再入場は、チケットで確認する。 
 
 
 
 
 



１５．出演順番及び進行表について 
 （・今年度は、抽選を行わず各部とも出演児童数の少ない学校からの出演順とする。） 
第一部 コンクール部門 午前１０：３０開演 

1 中野区立武蔵台小学校 
2 西東京市立碧山小学校 
3 杉並区立杉並第一小学校 
4 足立区立弘道小学校 
5 江東区立浅間竪川小学校 
6 青梅市立第三小学校 
7 世田谷区立千歳小学校 
8 武蔵野市立第三小学校 
9 小平市立小平第六小学校 
10 文京区立窪町小学校 
11 台東区立金竜小学校 
 

第二部 フェスティバル部門 午後２：００開演 
1 江東区立第七砂町小学校（M） 
2 台東区立台東育英小学校（M） 
3 台東区立富士小学校  （M） 
4 荒川区立第六瑞小学校 （M） 
5 墨田区立第三寺島小学校 
6 江東区立東陽小学校 
7 足立区立舎人第一小学校 
8 新宿区立早稲田小学校 
9 江東区立明治小学校 
10 武蔵野市立第一小学校 
11 東京創価小学校 

 

１６．開会・閉会 

 ・開会時に審査員の紹介を東京都小学校吹奏楽連盟会長が行う。 
 ・閉会式は実施しない 
 
１７．表彰及び結果発表の方法   
 ・表彰は行わない。 
 ・大会当日の１８時までに東京都小学校吹奏楽連盟のホームページにて結果及び代表校をお知らせする。 

 
１８．楽器置場          

 ・各校の楽器置き場は出演校最終打ち合わせで配布 
 
１９．楽器の搬出入及び児童の誘導について（出演校最終打ち合わせで配布）  

(1)入場 

  ①楽器準備（楽器置場） 
  ②チューニング室でチューニング。③静かに移動・待機。④演奏 

(2)退場 

  ①演奏終了後、集合写真を撮影してから楽器置き場へ移動。 

  ②楽器の片づけ終了後、楽器を搬出。③自席へ戻り、他の団体の演奏を鑑賞。 
 ＊チューニングムールまでは、引率者が責任を持って連れて行く。チューニング後もステージ横まで
連れて行き、演奏後は集合写真撮影場所まで連れて行く。誘導係はいない。 

２０.共用楽器について        

 ・共用楽器・・・共用打楽器にある楽器は、複数台使用する場合を除き、持ち込み禁止とする。 
   ティンパニ23/26/29/32インチ マリンバ シロフォン ビブラフォン グロッケン バスドラム 
   チャイム ドラ 
  〈ティンパニを担当する児童は、演奏前に打楽器補助（チューニング）の先生と打ち合わせをする。〉 
 
 ・ピアノ・・・・東日本学校吹奏楽大会部門はピアノを小吹連で下手に用意する。 



２１.セッティングについて 
・ステージ上のセッティングは以下の通り分担する  

各校保護者・出演校教員：打楽器設置（持ち込み・共用打楽器）を設置する。演奏後の打楽器撤収は次校と
確認の上、責任を持って行う。 

小吹連担当      ：椅子の数を揃えて設置する。 
・セッティング表を作成して、本番の３日前までに前後の出演校に送ること。 
  
２２．楽器運搬車証    

 ・各校１台を原則とし、楽器運搬車証を１枚ずつ配布する。事前に提出したサイズの運搬車１台の留め置き
を認める。但し、運転手は車内で待機して、直ぐに車を動かせる状態でいること。 

 
２３．駐車場  
 ・バスの駐車場内の入場はできない。乗降については、ホール前や横の通りを使用することを禁止とする。

バス会社と十分に打ち合わせをし、近隣の交通渋滞を起こさないようにする。尚、バスに積んである楽器
の積み卸しについても、出演児童の乗降と合わせて行う。      

・出演校最終打ち合わせで詳細説明 

  
２４．座席 
・児童席は団体単位で指定席。保護者席は指定席。  

  ・引率教員の座席（児童席と同じ場所）は出演児童数５０名までの団体には３席、５１名以上の団体には 
５席用意する。（それ以上の引率教員席を希望する場合は申し出る。） 

 ・三歳未満の未就学児のホール内の入場は出来ない。親子席は開放する。（未就学児のチケットは不要） 
・セッティングの保護者席は、最前列に用意する。 

 
２５．写真撮影・録音・録画 

・ホール内及び集合写真撮影場所での写真撮影・録音・録画は禁止。違反した場合、次年度の出場資格を失
う。 

・演奏後、集合写真を撮影する。 
写真業者：コレクト 
DVD撮影業者：ユアーズプロダクション 

 
２６．予算及び会計について（出演校最終打ち合わせ）  
 

２７．コンクールまでの日程 
４月２３日（土）   総会にて参加要項及び申し込み書を配布。 
          （会場：武蔵野第一小学校）  
 
６月 ８日（水） 参加申込受付締切（ＨＰ、申込書） 
 
６月１１日（土） コンクール委員会打ち合わせ（実施細目検討） 
 

 ６月３０日（木） 演奏曲目プログラム原稿提出及び参加児童数最終決定締め切り 
 
 ７月１０日（日） 会場下見（希望者）＊会場では都吹連行事吹奏楽祭実施中 
 
７月２０日（水） 出演校最終打ち合わせ。プログラム・入場整理券配布 

      会場：文京区立窪町小学校 18時～（コンクール委員会の先生は１７時～） 

配布物・・舞台図・座席図・進行表・プログラム・入場整理券・運搬車証 

提出物・・保険名簿（書式自由で学校名、氏名、生年月日、男女を記載したもの） 
 

８月 ３日（火） コンクール当日（次年度の会場予約） 
 
 
 

 



 
 
 
 

前日まで 

係 名 内  容 分担 

総務 ・参加要項・実施要項作成・コンクール参加申込書作成・収集 

・プログラム原稿・共用打楽器・楽器車等調査表作成 

・上記項目ＨＰ掲載依頼 

猪野（清和） 

・ＨＰ（コンクールページ）・申込フォーム作成・集計 

・ＨＰ（結果の掲載） 

宝田（窪町） 

 

・計時・記録用紙作成 杉浦（言問） 

・審査員依頼、諸手続き 庄司（武・第一） 

・審査・講評用紙作成 近藤（金竜） 

・会場の予約（令和５年度）・会場管理計画書提出 猪野（清和） 

・入場整理券作成・印刷会社発注 猪野（清和） 

・プログラム印刷原稿作成（各校で印刷） 杉浦（言問） 

・招待状作成（各校長あて） 宝田（窪町） 

・保護者への案内状作成 宝田（千駄木） 

・会場との打合せ 
近藤（金竜） 

猪野（七砂） 

・共用楽器手配（ヤマハ） 庄司（武・第一） 

・保険関係書類収集・手続き 近藤（金竜） 

・各校への賞状作成・トロフィー手配 庄司（武・第一） 

・横看板・縦看板手配 東海林（明治） 

・当日の事務用品準備・点検・諸表示準備・点検 
宝田（窪町） 

近藤（金竜） 

・当日の仕事分担割り振り 

 

猪野（清和） 

 近藤（金竜） 

・後援許可願の手続き  朝日新聞・東京都教委 宝田（窪町） 

・リボン購入・配布 阿部（富士） 

・司会用原稿作成 近藤（金竜） 

・反省用紙作成・配布・まとめ・各校に発送 安川（三寺） 

・トランシーバー予約 猪野（清和） 

・昼食手配 杉浦（言問） 



会計 ・予算案作成、会計報告（９月に提出） 

・児童分、保護者分のチケット枚数を調整し、各校に伝える 

・当日の会計・入場整理券の代金徴収 

杉浦 

近藤（金竜） 

接待 ・接待準備（出演校最終打ち合わせの際に物品補充確認） 大谷（高南） 

・会場への手みやげ用意 大谷（高南） 

座席 
・児童・来賓・審査員の座席表を作成、配布 

小田嶋（舎人一） 

近藤（金竜） 

会場図 ・会場図を作成する 

児童の流れ（楽器搬入→楽器置場→座席）（楽器置場→楽器搬出→

座席）（審査員・係・大学生・救護室・本部・更衣室等） 

小田嶋（舎人一） 

舞台図 ・舞台図作成、参加校に配布 東海林（明治） 

楽器置場 ・楽器置場の場所を決定後、図に書き入れる 

・楽器置場に置いておく各校の表示を作成し当日持参する。 

（各校２枚） 

阿部（富士） 

楽器運搬

車証 
・楽器運搬車証を作成・配布 

・A４版横 プログラム順と学校名を記載 
阿部（富士） 

ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ ・進行表を作成する 猪野（清和） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
当日仕事分担    aは午前中出演 pは午後出演 太字コンクール委員 

係名 内 容 分 担 

会長 ・審査員紹介 ・開会の辞 斉藤校長 

大会委員長 ・総括・審査員案内 庄司（武・第一） 

事務局 
・審査集計用紙準備・実行委員長補佐 宝田（窪町） 

・賞状・推薦書準備 庄司（武・第一） 

実行委員長 
・総括・全体の進行・係打合せ・連絡調整 猪野（清和） 

進行 ・各校の曲目アナウンス・諸注意 am 川辺（二砂）pm 馬場（千駄木） 

司会 ・進行調整・連絡・計時 pm 馬場（千駄木）am 川辺（二砂） 

講評 ・講評用紙受け取り、配布・審査集計・審査員案内 庄司（武・第一）＊＊＊（武・第一） 

審査発表 ・HP による審査結果の発表 宝田（窪町） 

ホールの 

開錠・施錠 

・ホールの開錠・施錠 

・鍵、ドアストッパーの管理 
宝田（窪町） 

受付 

 ・看板の設置・受付準備（机・椅子・プログラム） 

・招待者・来賓名簿用意・来賓者にリボンを渡す 

・来賓案内・会場案内・出演校のチェック 

・開場前、入替時の保護者の案内、整理 

安川（三寺）ｐ 

福間（第六瑞光）ｐ 

内田（香取） 

髙田（浅間竪川）a 

菅野（小平六）a 

芳賀（有明） 

会場 

 

保)前 22 名 

保)後 22 名 

・会場管理・開場時の人員整理 

・退場時の人員整理・入替時の人員整理 

・会場表示（受付・リハーサル室・座席・矢印・ドア用

注意事項）・演奏中の客席の管理・楽器置場表示 

小田嶋（舎人一）ｐ 

関谷（花畑西） 

宮内（明化） 

チューニン

グ室 

 
※チューニング室前で時間を知らせる：２名（教職員） 

午前 A 岩井（早稲田）p 

B 田沼（七砂）p 

午後 A 三瓶（武蔵台）a 

B 山崎（弘道）a 

駐車場 

 

・楽器運搬車整理 

・楽器積み込み時の指示 

・共用楽器の搬出入の指示 

 

 

 

午前 
阿部（富士）ｐ 

植田（創価）ｐ 佐脇(道上) 

午後 
宝田（窪町）a 吉野（杉一）a 

鈴木（青梅三）a 



舞台 

 

 ・舞台図を集め、とじる・舞台のセッティング指示 

・舞台上横看板設置 

・共用楽器組み立て・椅子だし 

・ポイントはる（朝の準備） 

午前 

東海林（明治）p 

関川（東陽）p 

阿部（台東育英）p 

石井（三根）吉野（千寿） 

午後 

吉野（千寿）山本（豊海） 

井村（世田谷）a 

西山（武・第三）a 

桑原（碧山）a 

会計 ・会計・昼食手配・準備・受け取り・控室準備・片付け 杉浦（言問） 近藤（金竜） 

接待 ・審査員控室準備・片付け・休憩時、昼食の接待 

・休憩時間に審査員用の筆記用具点検・本部準備 

大谷（高南） 

杉浦（言問） 

*吹奏楽連盟加盟校以外等からのお手伝いの先生 

・打楽器指導（ティンパニのチューニング・打楽器全般の調整） ：大宮 洋子先生 

・看護師   ：依頼中 

・審査集計  ：依頼中 

・ 

 

 


