
令和４年（2022年度）　長野県高等学校文化連盟　県芸術・文化フェスティバル　開催計画一覧 2022/5/30

団体名（専門部） フェスティバル名称 開   催   日 開  催  場  所 講       師 部会長（学校長） 代表者（高校）

合唱 第39回長野県高等学校合唱フェスティバル 2023年2月11日 松本市音楽文化ホール 未定 41 校 41 クラブ 200 人 鳥谷越 浩子　（松本蟻ケ崎） 近藤　玲　（松代）  

演劇 第39回長野県高等学校演劇合同発表会 2022年11月19日～11月20日 キッセイ文化ホール 未定（３名） 10 校 10 クラブ 100 人 小川　幸司（蘇南） 小池　聡（諏訪実業）

吹素楽 第49長野県高等学校吹奏楽フェスティバル 2023年3月18日 キッセイ文化ホール 未定 85 校 85 クラブ 1000 人 武井　淳一（高遠） 兒玉　智紀（伊那北）

ギター・マンドリン 第48回長野県高等学校ギター・マンドリン演奏会 2023年3月21日 下諏訪総合文化センター 小林清伯　小林愛子　土屋美奈子 8 校 8 クラブ 150 人 小金　典子　　（長野西） 中澤　陽助（長野西）  

邦楽 第38回長野県高等学校邦楽フェスティバル 2022年11月18日 塩尻市文化会館（レザンホール） 未定 9 校 9 クラブ 70 人 長野　雅弘（松商学園） 百瀬　秀俊（松商学園）  

書道 第38回長野県高等学校書道展 2022年10月27日～10月30日 長野県立美術館しなのギャラリーホール 未定 61 校 61 クラブ 400 人 山越　弘（上田染谷丘） 青木　一男（篠ノ井）

美術・工芸 第44回長野県高等学校美術展 2023年1月12日～1月15日 駒ヶ根市立博物館 未定 82 校 82 クラブ 170 人 平林　洋一（松本筑摩） 冨谷　和宏（穂高商業）

将棋 第34回長野県高等学校新人将棋選手権大会 2022年10月28日～10月29日 松本市勤労者福祉センター 未定 24 校 24 クラブ 100 人 柳澤　敬（野沢北） 井出　芽久美（野沢北）

囲碁 第38回長野県高等学校新人囲碁選手権大会 2022年10月8日～10月19日 松本大学 なし 7 校 7 クラブ 15 人 宮本　隆（長野） 武田　知由（長野）

放送 第23回長野県高文連放送専門部　県フェスティバル 2022年11月19日～11月20日 長野市勤労者女性会館　しなのき 未定 未定 校 未定 クラブ 未定 人 栗山　嘉章（木曽青峰） 奥原　勲（松本美須々ヶ丘）

オーケストラ 第32回長野県高等学校オーケストラフェスティバル 2023年1月28日～1月29日 ホクト文化ホール なし 12 校 12 クラブ 150 人 宮本　隆（長野） 水津　潤（長野）

Ｍ＆Ｂ 第30回長野県高等学校マーチング・バトンフェスティバル 2022年10月23日 青木村総合体育館 阿部美音子、小林傑 7 校 7 クラブ 100 人 佐藤　康（佐久長聖） 柴本　航 （佐久長聖） 

ボランティア
第29回長野県ボランティア専門部ボランティア研究大会

　（兼　第27回長野県ボランティア大会）
2022年10月2日 松本市勤労者福祉センター 未定 21 校 21 クラブ 50 人 濱　勝彦（篠ノ井） 小山　徹（篠ノ井犀峡）

写真 第29回長野県高等学校写真展 2022年11月4日～11月6日 安曇野市豊科近代美術館 未定 46 校 46 クラブ 230 人 羽山　功（須坂創成） 畔上　利範（須坂創成）

英語 第30回長野県高校生英語ディベート大会 2022年10月29日～10月30日 松本県ヶ丘高校 未定 12 校 12 クラブ 100 人 湯本　武利（飯山） 長谷川　絵里（飯山）

百人一首かるた 第28回長野県高等学校かるた選手権大会 2022年 6月3日～ 6月 5日 下諏訪向陽高校・諏訪清陵高校柔道場 高洲慶一 12 校 12 クラブ 100 人 駒瀬　隆（飯田） 穂谷 千尋（長野）

軽音楽 第18回長野県高等学校文化連盟軽音楽専門部県フェスティバル 2022年10月８日～10月９日 キッセイ文化ホール中ホール 未定 37 校 37 クラブ 150 人 井出　豊彦（野沢南） 金山　幸信（野沢南）

新聞 第17回長野県高等学校新聞フェスティバル 2022年10月20日～10月21日 塩尻市文化会館レザンホール 松本康　他２人 10 校 10 クラブ 30 人 金井　繁昭（松本県ヶ丘） 宮坂　正議（松本県ヶ丘）

文芸 第23回長野県高等学校文芸コンクール表彰式・文芸道場 2022年10月21日 松本市中央公民館（Mウイング） 江田浩司　鈴木しどみ 26 校 26 クラブ 50 人 内藤　信一（長野吉田） 佐藤　理保子（長野）

ダンス 第17回長野県高等学校ダンスフェスティバル 2022年12月21日～12月23日 キッセイ文化ホール大ホール 未定（２名） 26 校 26 クラブ 480 人 石川　裕之（松本深志） 塩原　潤（松本県ヶ丘）

自然科学 第４回自然科学フェスティバル 2022年12月7日 信州大学理学部 未定 11 校 16 クラブ 60 人 栗山　嘉章（木曽青峰） 小野　浩介（木曽青峰）

弁論 第7回長野県高等学校弁論大会 2022年12月18日 東御市中央公民館 未定 14 校 0 クラブ 14 人 上原　浩子（東御清翔） 山浦　雄介（小諸）

長野県高等学校

総合文化祭
第29回長野県高等学校総合文化祭 2022年10月20日～10月21日 塩尻市文化会館レザンホール なし 30 校 50 クラブ 300 人 石川　裕之（松本深志） 輪湖　洋輔（松本蟻ヶ崎）

長野県高等学校文化連盟県事務局　松本蟻ケ崎高等学校　会長　石川　裕之（松本深志学校長）　理事長　宮下　由夫（須坂東教頭）　事務局長　輪湖 洋輔　〒390-8605　松本市蟻ケ崎一丁目1-54　TEL/FAX　0263-87-7807 (直通)　 0263-32-0005/37-1072(学校)

参加予定生徒数


