
小 中 高

札幌地区大会 千歳市民文化センター 北ガス文化ホール（千歳市）

小樽・後志地区大会 小樽市民センター・マリンホール（小樽市）

空知地区大会 岩見沢市民会館（まなみーる）（岩見沢市）

道南地区大会 函館市芸術ホール（函館市）

道北地区大会 旭川市大雪クリスタルホール（旭川市）

十勝地区大会 音更町文化ホール（音更町）

釧根地区大会 釧路市生涯学習センター（釧路市）

北見地区大会 北見市民会館　大ホール（北見市）

室蘭地区大会 室蘭市文化センター　大ホール（室蘭市）

札幌市民ホール（札幌市）

宮城県コンクール 未定

秋田県コンクール 未定

山形県コンクール 未定

岩手県コンクール 未定

7/24（金）～7/26（日）高等学校の部

7/27（月）～7/30（木）中学校の部

7/31（金)～8/2（日）小学校の部

【小】岡谷市文化会館（カノラホール）（岡谷市）

【中】岡谷市文化会館（カノラホール）（岡谷市）

【高】松本市音楽文化ホール(松本市)

新潟県大会

（新潟県大会）新潟市民芸術文化会館(新潟市）
（上越地区予選）上越文化会館（上越市）
（中越地区予選）長岡リリックホール（長岡市）
（下越地区予選）新潟テルサ（新潟市）

上越地区予選　　8月上旬
中越地区予選　　8月上旬
下越地区予選　　7月下旬～8月上旬

山梨県大会 8/7(金） 8/6(木） 8/7（金） 東京エレクトロン韮崎文化ホール（韮崎市）

8/7(金) 8/7(金) 8/6(木) 8/4(火)中学校の部　予選Ａ

8/5(水)中学校の部　予選Ｂ

群馬県コンクール 8/7(金) 8/8(土) 8/8(土) ベイシア文化ホール（群馬県民会館）（前橋市）

茨城県コンクール 8/5（水） 8/6(木) 8/5（水） ひたちなか市文化会館（ひたちなか市）

7/21（火）・7/22（水）小学校の部

7/23（木）・7/24（金）中学校の部

栃木県コンクール 8/5（水） 8/6（木） 8/5（水） 宇都宮市文化会館大ホール（宇都宮市）

埼玉県コンクール 8/6（木） 8/7（金） 8/3（月） 大宮ソニックシティ　大ホール（さいたま市） 8/4(火)・8/5(水)　中学校の部　

9/6（日） 9/5（土） 9/5（土）

7/23（木）小学校の部（三河地区） 刈谷市総合文化センター

7/24（金）中学校の部（三河地区） 刈谷市総合文化センター

7/29（水）小学校の部（名古屋地区） 日本特殊陶業市民会館

7/30（木）中学校の部（名古屋地区）A 日本特殊陶業市民会館
7/31（金）中学校の部（名古屋地区）B 日本特殊陶業市民会館

8/5（水）高等学校の部（全県） 瀬戸市文化センター

8/6（木）小学校・中学校の部（尾張地区） 瀬戸市文化センター

石川県コンクール 白山市鶴来総合文化会館クレイン（白山市）

静岡県コンクール 静岡市清水文化会館マリナート　大ホール（静岡市）

福井県コンクール 福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）　大ホール（福井市）

富山県コンクール 未定

三重県コンクール クラギ文化ホール（松阪市）

岐阜県コンクール 長良川国際会議場（岐阜市）※予選・本選とも 7/28（火）中学校の部

9/5(土） 9/6（日） 9/6（日）

京都府コンクール 長岡京記念文化会館（長岡京市）

兵庫県大会 明石市立市民会館アワーズホール（明石市）
中学校の部2日間開催の可能性あり
各校種ごとの実施日は未定

和歌山県コンクール 紀南文化会館（田辺市）

奈良県大会 8/6(木) 8/5(水) 8/6(木) 大和高田市文化会館さざんかホール（大和高田市）

滋賀県コンクール 大津市民会館（大津市）

9/6（日） 9/5（土） 9/6（日）

広島県コンクール 呉市文化ホール（呉市）

岡山県コンクール 建部町文化センター（岡山市）

島根県コンクール 未定

鳥取県コンクール 鳥取県立倉吉未来中心　大ホール（倉吉市）

山口県コンクール 8/11(火) 8/10(月) 8/10(月) 山口市民会館（山口市）

愛媛県コンクール 8/5(水） 8/6（木） 8/6（木） 【本選】松山市民会館（松山市）

東予地区コンクール（今治会場）【小・中】 7/27(月）今治市公会堂
東予地区コンクール（新居浜会場）【小】7/29（水）新居浜市市民文化センター
東予地区コンクール（新居浜会場）【中】7/30（木）新居浜市市民文化センター
中予地区コンクール【小・中】7/28（火）松山市総合コミュニティセンター
南予地区コンクール【小・中】7/28（火）西予市宇和文化会館

高知県コンクール 高知県立県民文化ホール・オレンジホール（高知市）

徳島県大会 徳島県教育会館・大ホール（徳島市）

香川県コンクール 8/5(水） 8/6（木） 8/5(水） アルファあなぶきホール・大ホール（高松市）

8/27（木） 8/28（金） 8/28（金）

福岡県コンクール 福岡市民会館（福岡市） 未定

熊本県コンクール 8/9(日) 8/10(月) 8/9(日) 熊本県立劇場コンサートホール（熊本市）

長崎県大会 諫早文化会館（諫早市）

鹿児島県大会 鹿児島市民文化ホール（第２ホール）（鹿児島市）

宮崎県コンクール メディキット県民文化センター（宮崎市）

大分県大会 ｉｉｃｈｉｋｏ音の泉ホール（大分市）

佐賀県大会 佐賀市文化会館中ホール（佐賀市）

沖縄県大会 未定

10/11(日) 10/12(月祝) 10/10(土)

8/5（水）・8/6（木）

8/19(水)～8/21（金）のうち、
2～3日

未定

未定

未定

8/6（木）

8/12（水）

8/17（月）・18（火）

7/30(木)・7/31(金)

8/20日(木)

未定

未定

北海道

四国ブロックコンクール ひめぎんホール（松山市）

8/5(水）

8/21（金）

未定

中国ブロックコンクール

全国コンクール ＮＨＫホール（渋谷区）

7/30（木）

8/12（水）

8/15（土）・8/16（日）
※1日のみ開催の可能性あり

8/5（水）・8/6（木）

7/26(日）

8/11（火）

北海道ブロックコンクール 9/5(土)・9/6(日)

未定

九州・沖縄ブロックコンクール 8/26(水)・8/27（木）

青森県コンクール 未定 未定

東北ブロックコンクール 未定未定

東北

アクロス福岡　福岡シンフォニーホール（福岡市）

8/4（火）・8/5（水）

8/5（水）・8/6（木）
九州・沖縄

未定

未定

福島県コンクール 未定

8/4（火）・8/5（水）

8/11（火）・8/12（水）

9/5（土）・9/6（日） はつかいち文化ホールさくらぴあ（廿日市市）

未定

名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市）

8/10(月)～8/12（水）
の内、2～3日

8/5（水）・8/6（木）

8/20（木） 8/21（金） 8/19（水）

8/4（火）～8/7（金）

近畿ブロックコンクール ＮＨＫ大阪ホール（大阪市）

東海北陸ブロックコンクール

愛知県コンクール 名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市）

8/11（火）・8/12（水）

8/13（木）・8/14（金）
※ただし、１日のみ開催の可能性あり

未定

関東甲信越ブロックコンクール 大宮ソニックシティ　大ホール（さいたま市）

大阪府コンクール ＮＨＫ大阪ホール（大阪市）

8月上旬

8/6（木）・8/7（金）

長野県大会 8/23（日） 8/22（土） 7/20（月）

未定

8/17日（月）,18日（火）で中学校の部予選実施の場合あり

神奈川県コンクール 神奈川県立音楽堂（横浜市）
（予定）

千葉県コンクール

8/6（木）
【本選】文京シビックホール 大ホール（文京区）
【予選】府中の森芸術劇場（府中市）

8/7（金） 8/8（土） 8/6（木）
【本選】千葉県文化会館（千葉市）
【予選】千葉市民会館（千葉市）

8/5(水)～8/8(土)

第８２回（平成２７年度）ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　日程・会場一覧

コンクール名称
実施日

会場 予選

四国

8/20（木）

8/7 （金）

関東甲信越

近畿

東海北陸

中国

東京都コンクール 8/6（木） 8/5（水）


