
○中学校部門　３月22日（木）

出演順 団体名 都道府県

1 綾川町立綾南中学校男声合唱団 香川

2 郡山市立郡山第五中学校合唱部 福島

3 総社市立総社西中学校コーラス部　〈みほ〉 岡山

4 那覇市立仲井真中学校吹奏楽部・合唱団 沖縄

5 会津若松市立第四中学校合唱部 福島

6 姫路市立灘中学校コーラス部 兵庫

7 湯沢市立湯沢南中学校 秋田

8 平松学園　向陽中学校コーラス部 大分

9 鶴岡市立鶴岡第一中学校 山形

10 福島市立福島第一中学校合唱部 福島

11 白山市立松任中学校合唱部 石川

12 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 三重

13 松本市立筑摩野中学校合唱部 長野

14 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 熊本

15 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部混声 宮城

16 中央市立田富中学校 山梨

17 青森市立沖館中学校合唱部 青森

18 高知市立旭中学校コーラス部 高知

19 清教学園中学校合唱部 大阪

20 岸和田市立桜台中学校合唱部 大阪

21 鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部 山形

22 仙台市立長町中学校男声合唱団 宮城

23 郡山市立郡山第七中学校合唱部 福島

24 大阪信愛女学院中学校合唱部 大阪

25 矢巾町立矢巾北中学校 岩手

26 仙台市立西多賀中学校合唱愛好会 “Ami Choeur” 宮城

27 郡山市立郡山第二中学校 福島

28 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部女声 宮城

29 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校合唱部 鹿児島

30 西条市立西条北中学校合唱部 チアフル　スマイル 愛媛

31 下市町立下市中学校コーラス部　Soleil 奈良

32 郡山市立行健中学校合唱部 福島

33 大垣市立興文中学校合唱部 岐阜

34 清泉女学院中学音楽部 神奈川

35 浜松市立都田中学校音楽部 静岡

36 福井大学教育地域科学部附属中学校合唱部 福井

37 那覇市立金城中学校合唱団 沖縄

第5回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表



第5回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表

○高等学校部門　３月２３日（金）

出演順 団体名 都道府県

1 石川県立金沢錦丘高等学校合唱部 石川

2 郡山女子大学附属高等学校B 福島

3 福島県立安積黎明高等学校合唱団B 福島

4 宮崎県立宮崎大宮高等学校音楽部 宮崎

5 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 宮城

6 福島県立郡山高等学校女声合唱団 福島

7 山形県立鶴岡南高等学校音楽部 undecided 山形

8 秋田県立湯沢高等学校音楽部 秋田

9 愛知高等学校女声合唱団 愛知

10 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 岩手

11 福井県立高志高等学校合唱部 福井

12 福島県立郡山東高等学校混声合唱団 福島

13 浜松市立高等学校合唱団 Awesome* 静岡

14 福島県立橘高等学校合唱団A 福島

15 福島県立福島東高等学校合唱団 福島

16 奈良県立畝傍高等学校音楽部 奈良

17 香川県立坂出高等学校合唱部 香川

18 八千代松陰高等学校合唱部　Zephyr 千葉

19 愛媛県立西条高等学校合唱部 愛媛

20 福島県立福島高等学校A 福島

21 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校　YAYOI ENSEMBLE LADYS 長野

22 福島県立郡山高等学校合唱団 福島

23 千葉県立船橋高等学校合唱部 千葉

24 岡山県立総社高等学校合唱部 岡山

25 福島県立橘高等学校合唱団B 福島

26 清教学園高等学校合唱部 大阪

27 山梨県立市川高等学校音楽部 山梨

28 九州学院高等学校音楽部 熊本

29 沖縄県立浦添工業高等学校合唱部 沖縄

30 鹿児島市立鹿児島女子高等学校音楽部 鹿児島

31 福島県立福島高等学校Ｂ 福島

32 青森県立八戸東高等学校音楽部 青森

33 岐阜県立岐阜北高等学校コーラス部 岐阜

34 福島県立安積黎明高等学校合唱団A 福島

35 大阪信愛女学院高等学校合唱部 大阪

36 郡山女子大学附属高等学校A 福島
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○一般部門　３月２４日（土）

出演順 団体名 都道府県

1 秋田市立秋田東中学校・OG合唱団 秋田

2 会津混声合唱団A 福島

3 女声合唱団 ぴゅあはーと 東京

4 家族コーラス「左座家」 熊本

5 with 福井

6 Chamber Choir Clinics 仙台 宮城

7 コール・ゆうぶんげん 岡山

8 宇宙人四姉妹 京都

9 La Pura Fuente 神奈川

10 豊田市少年少女合唱団　グレイス 愛知

11 Ensemble WITH 長野

12 安積合唱協会 福島

13 和歌山児童合唱団 和歌山

14 倉敷少年少女合唱団 岡山

15 合唱団「櫻」 福島

16 ヴォア・ヴェール 静岡

17 千坂ドリームズ 石川

18 Ensemble Cabernet 大阪

19 合唱団Speranza 熊本

20 Piques Dames アメリカ

21 Performing Arts Company KAGOSHIMA 鹿児島

22 F.M.C.混声合唱団 福島

23 土佐市立高岡第一小学校合唱部 高知

24 あふみヴォーカルアンサンブル 滋賀

25 人音 岐阜

26 ル・シェンヌ 奈良

27 四国朝鮮初中級学校 愛媛

28 福島室内合唱団 福島

29 アンサンブル下新庄 兵庫

30 福井市麻生津小学校 福井

31 ロビーワイド 岩手

32 Sound Gate 北海道

33 合唱団Clair 宮城

34 会津混声合唱団 福島

35 アンサンブルフェリーチェ 山梨

36 Bless 宮城

37 しゃちほコラリアーず 愛知

38 みちのく銀行男声合唱団 青森


