
ヨーロッパ
（39ヵ国）

596人

PMFで学んだ修了生は、200を超える世界各国・地域のオーケストラで活躍しています。

NHK交響楽団

オーケストラアンサンブル金沢

大阪交響楽団

大阪フィルハーモニー管弦楽団

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

関西フィルハーモニー管弦楽団

九州交響楽団

京都市交響楽団

群馬交響楽団

札幌交響楽団

新日本フィルハーモニー交響楽団

仙台フィルハーモニー管弦楽団

セントラル愛知交響楽団

東京交響楽団

東京シティフィルハーモニック管弦楽団

東京都交響楽団

東京フィルハーモニー交響楽団

名古屋フィルハーモニー管弦楽団

日本フィルハーモニー交響楽団

広島交響楽団

山形交響楽団

読売日本交響楽団

上海交響楽団 

ソウル・フィルハーモニー管弦楽団

台北市立交響楽団

フィルハーモニア台湾

香港シンフォニエッタ

香港フィルハーモニー管弦楽団

マレーシア・フィルハーモニー管弦楽団

アトランタ交響楽団

ヴァージニア交響楽団

クリーヴランド管弦楽団

ケベック交響楽団

サンフランシスコ交響楽団

シアトル交響楽団

シカゴ交響楽団

セント・ルイス交響楽団

ダラス交響楽団

デトロイト交響楽団

デラウェア交響楽団

トロント交響楽団

ニューヨーク・フィルハーモニック

バッファロー・フィルハーモニック

バンクーバー交響楽団

ピッツバーグ交響楽団

ヒューストン交響楽団

フィラデルフィア管弦楽団

ボストン交響楽団

ボルティモア交響楽団

ミネソタ管弦楽団

メトロポリタン歌劇場管弦楽団

モントリオール交響楽団

ロサンゼルス・フィルハーモニック

ワシントン・ナショナル交響楽団

ヴァイマル国民劇場

ウィーン交響楽団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

エーテボリ歌劇場管弦楽団 

北オランダ交響楽団

グラーツ・フィルハーモニー管弦楽団

クロアチア国立劇場

ゲッティンゲン交響楽団 

ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 

ケルンWDR交響楽団

ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・

　　ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団

シュターツカペレ・ドレスデン

シュタツカーペレ・ベルリン

スイス・ロマンド管弦楽団

チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団

デュッセルドルフ交響楽団

トゥルク・フィルハーモニック・オーケストラ

トリーア管弦楽団

ニュルンベルク交響楽団 

ネーデルラント・フィルハーモニー管弦楽団

バーデン＝バーデン・フィルハーモニー管弦楽団

バーデン＝バーデン・フライブルクSWR交響楽団 

バーミンガム市交響楽団

バイエルン国立管弦楽団 

パリ・オペラ座管弦楽団

バルセロナ交響楽団

ハレ管弦楽団

ハンガリー国立歌劇場管弦楽団

ビルバオ交響楽団

フィルハーモニア管弦楽団

プラハ・フィルハーモニア 

フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団

ブランデンブルグ国立管弦楽団フランクフルト 

ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団

ブレーメン・フィルハーモニー管弦楽団

ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団

ベルリン・ドイツ・オペラ

ベルリン・ドイツ交響楽団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

マリインスキー劇場管弦楽団

ミラノ・スカラ座管弦楽団

モーツァルテウム管弦楽団

ラインラント＝プファルツ州立

　　フィルハーモニー管弦楽団

リンツ・ブルックナー交響楽団

ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

ロンドン交響楽団

日本 北アメリカ

国立アルゼンチン交響楽団

コスタリカ国立交響楽団

コロンビア交響楽団

チリ交響楽団

ハラパ交響楽団 

中央・南アメリカ

ヨーロッパアジア

アデレード交響楽団

オークランド・フィルハーモニー管弦楽団

オーストラリア・オペラ・バレエ管弦楽団 

キャンベラ交響楽団

クイーンズランド交響楽団

シドニー交響楽団

西オーストラリア交響楽団

メルボルン交響楽団

オセアニア

アカデミー生出身国・地域1990-2022
世界77ヵ国・地域からのべ約3,600人が参加

ＰＭＦの主役は「アカデミー生」と呼ばれるオーディションで選ばれた若手音楽家です。７月～８月の１ヵ月間、

欧米の主要なオーケストラの首席奏者らからなる教授陣から直接指導を受けます。1990年から2022年までにＰＭＦ

で学んだアカデミー生は、世界77ヵ国・地域からのべ3,684人となります。

アフリカ（1ヵ国）

2人

中東（4ヵ国）

23人

オセアニア（2ヵ国）

125人

アジア
（11ヵ国・2地域）

1,519人

北アメリカ（2ヵ国）

1,275人

中央・南アメリカ
（15ヵ国・1地域）

144人

中東
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