
○中学校部門　3月19日（土）

出演順 団体名 都道府県

1 新潟市立宮浦中学校合唱部 新潟県

2 郡山市立郡山第五中学校合唱部 福島県

3 湯沢市立湯沢南中学校合唱部 秋田県

4 大阪信愛女学院中学校クノスペン 大阪府

5 土佐女子中学校コーラス部 高知県

6 新居浜市立西中学校合唱部 愛媛県

7 福島市立福島第一中学校合唱部 福島県

8 岡崎市立六ッ美北中学校合唱部 愛知県

9 福井市明道中学校合唱部 福井県

10 山鹿市立山鹿中学校合唱部 熊本県

11 大垣市立興文中学校合唱部 岐阜県

12 松本市立信明中学校 長野県

13 綾川町立綾南中学校男声合唱 香川県

14 那覇市立石田中学校合唱団 沖縄県

15 白山市立松任中学校合唱部 石川県

16 浜松市立都田中学校音楽部 静岡県

17 清泉女学院中学音楽部 神奈川県

18 宮崎市立大淀中学校合唱部 宮崎県

19 総社市立総社西中学校コーラス部 岡山県

20 青森市立沖館中学校合唱部 青森県

21 群馬大学教育学部附属中学校音楽部 群馬県

22 会津若松市立一箕中学校合唱部 福島県

23 千葉市立泉谷中学校合唱部 千葉県

24 郡山市立行健中学校合唱部 福島県

25 岸和田市立桜台中学校合唱部 大阪府

26 鹿児島市立西紫原中学校 鹿児島県

27 郡山市立郡山第二中学校 福島県

28 矢巾町立矢巾北中学校 岩手県

29 鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部 山形県

30 市川市立南行徳中学校合唱部 千葉県

31 下市町立下市中学校コーラス部〈ソノリア〉 奈良県

32 仙台市立八軒中学校合唱部・吹奏楽部 宮城県

33 仙台市立第一中学校合唱団 宮城県
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○高等学校部門(前半）　3月19日（土）

出演順 団体名 都道府県

1 山形県立鶴岡南高等学校音楽部ウイスキーボンボン 山形県

2 福島県立喜多方高等学校合唱部 福島県

3 多治見西高等学校合唱部 岐阜県

4 敬和学園高等学校男声合唱シュビドゥヴァーズ＆混声合唱部 新潟県

5 九州学院高等学校音楽部 熊本県

6 郡山女子大学附属高等学校 福島県

7 清教学園高等学校合唱部 大阪府

8 秋田県立秋田北高等学校音楽部 秋田県

9 福島県立郡山東高等学校合唱団 福島県

10 宮城県塩釜高等学校合唱部 宮城県

11 愛媛県立西条高等学校合唱部 愛媛県

12 石川県立野々市明倫高等学校合唱部 石川県

13 宮崎県立妻高等学校女声合唱団 宮崎県

14 福島県立橘高等学校合唱団 福島県

15 山梨県立吉田高等学校音楽部 山梨県

16 宮城県仙台二華高等学校音楽部 宮城県

17 沖縄県立与勝高等学校音楽同好会 沖縄県

18 福島県立葵高等学校 福島県

19 福島県立郡山東高等学校混声合唱団 福島県

20 鹿児島市立鹿児島女子高等学校音楽部 鹿児島県

21 奈良県立奈良高等学校コーラス部　ソアーヴェ 奈良県

22 土佐女子高等学校コーラス部 高知県

○高等学校部門(後半）　3月20日（日）

出演順 団体名 都道府県

23 福島県立郡山高等学校女声合唱団 福島県

24 岩手県立不来方高等学校音楽部 岩手県

25 愛知高等学校コーラス部 愛知県

26 群馬県立渋川女子高等学校コーラス部　ラピスラズリズ 群馬県

27 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校音楽クラブ 長野県

28 青森県立八戸東高等学校音楽部 青森県

29 福井県立羽水高等学校合唱部 福井県

30 千葉県立千葉女子高等学校合唱部 千葉県

31 香川県立坂出高等学校合唱部 香川県

32 金光学園音楽部コーラス 岡山県

33 浜松市立高等学校合唱団JANGER 静岡県
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○一般部門　3月20日（日）

出演順 団体名 都道府県

1 大月市民合唱団B フェリーチェ 山梨県

2 会津混声合唱団 福島県

3 混声合唱団Pange 高知県

4 アンサンブルfilato 新潟県

5 コール・インフィニティ∞ 福井県

6 韓国Gloria女声合唱団 【大韓民国】

7 AIM Singers 神奈川県

8 ウィスティリア　アンサンブル 北海道

9 Coro felice 岩手県

10 Chamber Choir Clinics　仙台 宮城県

11 アンサンブルmunera 静岡県

12 合唱団Clair 宮城県

13 音ぼらぁ♪と 石川県

14 Demeter Spirit 熊本県

15 VOCE ARMONICA オリオン 千葉県

16 鶴岡土曜会混声合唱団リベルタ 山形県

17 安積合唱協会 福島県

18 ウタウ・ルネ・ウーク 愛媛県

19 メンネルコール・じゃお 群馬県

20 アンサンブル下新庄 滋賀県

21 高松トレンディーガールズ 香川県

22 名護少年少女合唱団 沖縄県

23 Bless 宮城県

24 Harvest Choir 秋田県

25 コール・ゆうぶんげん 岡山県

26 宮崎市立小松台小学校合唱部 宮崎県

27 豊田市少年少女合唱団　グレイス 愛知県

28 合唱団TSUGARU 青森県

29 福島室内合唱団 福島県

30 Prunus 鹿児島県

31 合唱団「櫻」 福島県

32 さくら国際高等学校SAKURA.P 長野県

33 貝掛混声合唱団 大阪府


