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1 H28.8.4 H28.8.8 横浜市立桜丘高校吹奏楽部 北塩原村 http://youtu.be/GYpLIPkStpk

2 H28.8.8 H28.8.12 葛飾野高校バスケットボール部 福島市 http://youtu.be/DLyKu-1YxX4

3 H28.8.7 H28.8.11 芝浦工業大学柏高等学校陸上競技部 猪苗代町 https://youtu.be/cNW3c98iMT0

4 H28.8.11 H28.8.19 白鷗大学ラグビー部 南会津町 https://youtu.be/sJztHe47kyo

5 H28.8.2 H28.8.5 葛飾野高校合同合宿（陸上、水泳、バドミントン） 猪苗代町 http://youtu.be/N00HiPMTGm0

6 H28.8.4 H28.8.8 船橋市立船橋高校陸上競技部 北塩原村 https://youtu.be/-ZU9vX7DKsg

7 H28.7.22 H28.7.27 八千代松陰高校陸上競技部 北塩原村 https://youtu.be/SBFSCbZQCb0

8 H28.8.1 H28.8.9 鎌倉学園高校硬式野球部 泉崎村 http://www.kamagaku.ac.jp/schoollife/club/baseball.html

9 H28.9.2 H28.9.7 慶應義塾大学 律法会（ゼミ） 猪苗代町 https://youtu.be/t8QdafOAGRw

10 H28.8.31 H28.9.5 神奈川大学管弦楽団 北塩原村 https://youtu.be/l0CzTVY-7gE

11 H28.8.28 H28.9.4 東京農業大学農友会マンドリン部 南会津町 https://youtu.be/D5TJI950OK4

12 H28.8.4 H28.8.8 明治大学附属中野中学高等学校バドミントン部 棚倉町 http://youtu.be/nDMIDPJ4qP0

13 H28.9.7 H28.9.11 東京理科大学天文研究部 北塩原村 https://www.youtube.com/watch?v=4LYbK5UxW64

https://youtu.be/afs4uvXeATc

https://youtu.be/poRq5wS7-zw

https://youtu.be/lpeZ-b52ybI

平成２８年度　夏合宿動画URL一覧

立教大学体育会応援団H28.8.21H28.8.1114 南会津町
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15 H28.9.8 H28.9.11 千葉大学あまりぃず（テニスサークル） 棚倉町 https://youtu.be/cmbqo97OfvU

16 H28.9.13 H28.9.18 慶應義塾大学バドミントン愛好会 北塩原村 https://youtu.be/5qJw6lXNtyQ

17 H28.8.16 H28.8.19 明治大学英語部 猪苗代町 https://youtu.be/-5ONhItiOPo

18 H28.8.10 H28.8.16 明治大学天文部 南会津町 https://youtu.be/HwEVb45NYOM

19 H28.4.30 H28.5.8 ルーテル学院高校陸上競技部 北塩原村 http://youtu.be/5mps94VqwgA

20 H28.8.15 H28.8.20 学校法人駒込学園駒込高校・中学校柔道部 猪苗代町 http://nagatastation.net/wp-content/uploads/2016/09/komagomejudo2016.mp4

21 H28.8.10 H28.8.15 筑波大学附属高校バレーボール部 猪苗代町 https://youtu.be/iX-8tIi-bso

22 H28.8.17 H28.8.22 亜細亜大学應援指導部 猪苗代町 https://youtu.be/CU3dC-pSw7c

23 H28.8.1 H28.8.4 豊昭学園高校吹奏楽部 北塩原村 https://youtu.be/hsL7HR7A3U4

24 H28.7.25 H28.7.29 杉並学院高校サッカー部 相馬市 https://youtu.be/UTEzvMCB0XM

25 H28.8.4 H28.8.8 横浜国立大学陸上競技部 猪苗代町 http://youtu.be/i0mUj_So-zg

26 H28.8.12 H28.8.14 中央大学地学愛好会・白門地学愛好会 北塩原村 https://youtu.be/xYLLGQRyU8Y

27 H28.8.3 H28.8.8 明治薬科大学準硬式野球部 白河市 https://www.youtube.com/watch?v=ddEg67QVIZE

28 H28.8.10 H28.8.13 桐朋中学校・高等学校地学部 福島市 https://youtu.be/cJhM5mDHOJs

29 H28.9.12 H28.9.15 明治大学woody club（軽音部） 猪苗代町 https://youtu.be/-qE53OlaHJY

30 H28.8.3 H28.8.6 安田学園中学校・高校吹奏楽クラブ 南会津町 https://youtu.be/vJuSLG4l4kg
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31 H28.8.26 H28.8.30 千葉大学体育会剣道部 猪苗代町 https://youtu.be/-yN7qrdrhXA

32 H28.9.1 H28.9.5 早稲田大学茶道研究会 猪苗代町 https://www.youtube.com/watch?v=TkYeXv8Fp3U

33 H28.7.26 H28.7.29 東京都立千早高校合同合宿 猪苗代町 https://youtu.be/McJLcWgR7NE

34 H28.8.6 H28.8.11 慶應義塾大学体育会競走部 いわき市 http://youtu.be/b5vHJRE2H8k

35 H28.8.1 H28.8.4 東北高等学校陸上競技部 北塩原村 https://youtu.be/5aauoLqdO3s

36 H28.8.22 H28.8.28 開成中学・高等学校ボート部 喜多方市 https://youtu.be/FIqjRm8uwmg

37 H28.8.31 H28.9.2
神奈川大学　岡村ゼミ
関東学院大学　渡辺ゼミ
武蔵野大学　鷹野ゼミ

郡山市 http://members2.jcom.home.ne.jp/ssanta/280914fukosienn.html

38 H28.8.4 H28.8.8 埼玉県立坂戸西高校陸上競技部 北塩原村 https://youtu.be/nIE6-VjlGks

39 H28.8.16 H28.8.23 松蔭大学　陸上部 北塩原村 https://www.youtube.com/watch?v=pS982CinjS0

40 H28.8.10 H28.8.16 立教大学体育会剣道部 いわき市 https://youtu.be/ChNKvpmP3hc

41 H28.8.3 H28.8.7 東京都立小岩井高校野球部、陸上競技部 福島市 https://youtu.be/S_bhnaC0GRY

42 H28.8.18 H28.8.24 東北大学学友会奇術部 北塩原村 https://youtu.be/MbQWVfVxU_k

43 H28.8.8 H28.8.12 東京学芸大学附属高校ハンドボール部 猪苗代町 https://youtu.be/FeRb3nRwve8

44 H28.8.15 H28.8.20 東京都市大学バドミントン部 猪苗代町 http://youtu.be/wDCUJ8dfNvo

45 H28.8.2 H28.8.5 東京都立大泉高校ソフトテニス部、硬式テニス部 天栄村 https://youtu.be/uyRMr3wO7yA
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46 H28.7.30 H28.8.2 昭和大学薬学部バドミントン部 猪苗代町 http://youtu.be/fbmpBFTilmQ

47 H28.8.2 H28.8.4
大智学園高校合同合宿
（テニス部、野球部、陸上部、バスケットボール部、ダンス部、写真
部）

川内村 https://youtu.be/rsfdvs7CspI

48 H28.8.11 H28.8.16 東京工業大学男子バスケットボール部 猪苗代町 http://youtu.be/rGRL16hqPOM

49 H28.8.10 H28.8.14 東京大学登山サークルテクテク 猪苗代町 https://youtu.be/Nh-0PkPxyw8

50 H28.8.8 H28.8.11 青山学院大学クリケットクラブ 棚倉町 https://youtu.be/vHco2mbxTVE

51 H28.7.26 H28.7.30
東京都立王子総合高校
（フェンシング部、剣道部、バドミントン部、
女子サッカー部、男子サッカー部）

猪苗代町 http://youtu.be/7GZHbqsD9wQ

52 H28.7.30 H28.8.3
東京都立王子総合高校
（チアリーディング部、男子バスケットボール部、
女子バスケットボール部、チアリーダー部、硬式野球部）

猪苗代町 http://www.youtube.com./watch?v=ZI6TYOPqka4&sns=em

53 H28.8.10 H28.8.14 獨協大学体育会バスケットボール部 喜多方市 https://www.facebook.com/225574994466261/videos/290408454649581/

54 H28.8.10 H28.8.15 明治大学舞踏研究部 猪苗代町 https://youtu.be/IDLy6nEvH6Y

55 H28.8.12 H28.8.16 穎明館中学高等学校卓球部 二本松市 https://youtu.be/l-bTsYWF5qQ

56 H28.8.8 H28.8.15 中央大学軟式野球部 白河市 https://youtu.be/2H0L1A7ztK8

57 H28.8.12 H28.8.16 学校法人駒込学園高等学校バスケットボール部 猪苗代町 https://www.youtube.com/watch?v=ZoZE1Vf6csc&feature=youtu.be

58 H28.8.7 H28.8.12 国士舘大学男子バスケットボール部 喜多方市 http://youtu.be/pj-9X-8DuKU

59 H28.8.1 H28.8.5 世田谷区立東深沢中学校　野球部・サッカー部・バレーボール部 猪苗代町 https://youtu.be/VGKkQaKxrnI
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60 H28.9.4 H28.9.8 成蹊大学体育会ソフトボール部 猪苗代町 https://youtu.be/el-AgBCUsjs

61 H28.9.6 H28.9.13 東海大学陸上競技部 北塩原村 https://www.facebook.com/tokai.long/

62 H28.9.1 H28.9.4 法政大学ベアーズ（バレーボールサークル） 郡山市 https://youtu.be/y63euYW1TD4

63 H28.8.26 H28.8.28 宇都宮大学管弦楽団 南会津町 http://youtu.be/TsO__cgch40

64 H28.7.21 H28.7.25 さいたま市立浦和南高等学校サッカー部 南会津町 http://youtu.be/Mhd7j1Sdy5Q

65 H28.8.16 H28.8.25 日本体育大学陸上競技部女子駅伝 北塩原村 http://youtu.be/eaWOqHPT-Ro

66 H28.8.24 H28.8.28 日本大学芸術学部ミュージカル研究会 北塩原村 http://youtu.be/vB-fXP_ueBc

67 H28.9.12 H28.9.15 明治大学公認バドミントンサークルViento 猪苗代町 http://youtu.be/d0ImDSQuERI

68 H28.8.17 H28.8.20 東洋大学ジャベリノーツ（アルティメット） 猪苗代町 http://youtu.be/QsFLZ_SWVnQ

69 H28.9.12 H28.9.15 パイレーツ（野球サークル） 南会津町 https://youtu.be/dMolC-_u4vc
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