
○高等学校部門　３月２０日（木）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 福島県立福島明成高等学校 福島

2 福島県立湯本高等学校合唱部 福島

3 熊本県立玉名高等学校・附属中学校音楽部　たまなっ子１４ 熊本

4 滋賀県立膳所高等学校音楽班合唱部 滋賀

5 大阪信愛女学院高等学校合唱部 大阪

6 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部 岩手

7 福島県立安積黎明高等学校合唱団 福島

8 奈良県立畝傍高等学校音楽部 奈良

9 三重県立津高等学校音楽部 三重

10 福島県立郡山東高等学校女声合唱団 福島

11 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 岡山

12 北海道旭川東高等学校音楽部 北海道

13 岐阜県立大垣北高等学校音楽部 岐阜

14 日本女子大学附属高等学校コーラスクラブ 神奈川

15 清教学園高等学校合唱部 大阪

16 愛媛県立新居浜西高等学校合唱部－翠樟－ 愛媛

17 聖霊女子短期大学付属高等学校合唱部 秋田

18 愛知高等学校女声合唱団 愛知

19 郡山女子大学附属高等学校音楽部 福島

20 山梨県合唱連盟推薦団体 山梨

21 星稜高等学校合唱部 石川

22 聖ウルスラ学院英智中学高等学校合唱部 宮城

23 土佐女子高等学校コーラス部 高知

24 香川県立坂出高等学校合唱部 香川

25 和歌山県立向陽中・高等学校合唱部 和歌山

26 仁愛女子高等学校コーラス部 福井

27 福島県立福島高等学校合唱団 福島

28 長野県小諸高等学校音楽部 長野

29 宮城県仙台二華高等学校音楽部 すみれ 宮城

30 山形県立鶴岡北高等学校音楽部 山形

31 静岡県立韮山高等学校音楽部 静岡

32 沖縄県立向陽高等学校合唱部 沖縄

33 福島県立川俣高等学校音楽部合唱団 福島

34 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 埼玉

35 福島県立郡山高等学校合唱団 福島

36 福島県立福島東高等学校合唱団 福島

37 宮城県塩釜高等学校合唱部 宮城

38 鹿児島市立鹿児島女子高等学校音楽部“南響娘” 鹿児島

39 青森県立八戸東高等学校音楽部 青森

40 宮崎県立妻高等学校女声合唱団 宮崎

41 岩手県立盛岡第三高等学校音楽部 岩手

第７回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表



第７回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表

○中学校部門　３月２１日（金）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 八千代松陰中学校合唱部 千葉

2 岸和田市立桜台中学校合唱部 大阪

3 丸亀市立東・西・南中学校合同アンサンブル 香川

4 春日部市立武里中学校合唱部 埼玉

5 会津若松市立第四中学校合唱部 福島

6 鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部 山形

7 土佐女子中学校コーラス部 高知

8 高梁市立高梁中学校合唱部 岡山

9 信州大学教育学部附属長野中学校合唱部 長野

10 清泉女学院中学音楽部 神奈川

11 鶴岡市立鶴岡第一中学校 山形

12 専修大学松戸中学校合唱部 千葉

13 会津若松市立一箕中学校 福島

14 聖霊中学校聖歌隊 愛知

15 郡山市立郡山第七中学校合唱部 福島

16 山鹿市立山鹿中学校合唱部 熊本

17 ふじみ野市立大井中学校音楽部 埼玉

18 広陵町立広陵中学校コーラス部 奈良

19 八戸市立根城中学校 青森

20 郡山市立安積中学校合唱部 福島

21 矢巾町立矢巾北中学校 岩手

22 大垣市立興文中学校合唱部 岐阜

23 郡山市立郡山第六中学校合唱部 福島

24 郡山市立郡山第二中学校 福島

25 白山市立松任中学校合唱部 石川

26 西条市立西条北中学校合唱部 愛媛

27 宮城県仙台二華中学校　湖輝梔子 宮城

28 宮崎大学教育文化学部附属中学校合唱部 宮崎

29 郡山市立郡山第五中学校合唱部 福島

30 福井市明道中学校合唱部 福井

31 福島市立福島第一中学校合唱部 福島

32 青森市立沖館中学校合唱部 青森

33 大分市立判田中学校合唱部２年生 大分

34 秋田大学教育文化学部附属中学校合唱部 秋田

35 仙台市立第一中学校 宮城

36 山梨県合唱連盟推薦団体 山梨

37 那覇市立小禄中学校吹奏楽・合唱部 沖縄

38 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 三重

39 清教学園中学校合唱部 大阪

40 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校合唱部 鹿児島

41 松戸市立第一中学校合唱部 千葉



第７回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表

○一般部門　３月２２日（土）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 合唱団Clair 宮城

2 山梨県合唱連盟推薦団体 山梨

3 合唱団「櫻」 福島

4 岐阜大学コーラスクラブ 岐阜

5 ル・シェンヌ 奈良

6 Coro Piace 岡山

7 twinkle☆ 鹿児島

8 貝掛混声合唱団 大阪

9 鶴岡五中ＯＧ合唱団 山形

10 ヴォア・ブルー 静岡

11 Utabonne 埼玉

12 零 広島

13 MUNTINLUPA VOCAL ENSEMBLE フィリピン共和国

14 KILYAWAN MALE CHOIR フィリピン共和国

15 Vocal Ensemble Enchante 愛媛

16 合唱団Speranza 熊本

17 F.M.C.混声合唱団 福島

18 Koris Bumbieri 千葉

19 VOICES OF THE SOUTH CHILDREN'S CHOIR(VSCC) フィリピン共和国

20 高知ファミリーコーラス 高知

21 一関『小』市民合唱団 岩手

22 Chor OBANDES 東京

23 福島室内合唱団 福島

24 Harvest Choir 秋田

25 合唱団Apio 青森

26 Ensemble WITH 長野

27 Bricolage 宮城

28 合唱団「翠」 東京

29 合唱団amore 埼玉

30 ジュニア&ユースコーラス“Raw-Ore”  ミョリアーモ・ドゥ・ブリヤン 宮城

31 宮崎市立小松台小学校合唱部 宮崎

32 Smile♪ 福井

33 小松市立苗代小学校合唱団 石川

34 郡山市立薫小学校 福島

35 ジュニアコーラス　フェアリーズ 千葉

36 青森市立戸山西小学校A 青森

37 糸満市立西崎小学校合唱部　詩（ポエム） 沖縄

38 佐倉ジュニア合唱団 千葉

39 那覇市立古蔵小学校音楽部 沖縄

40 仙台市立金剛沢小学校　ＯＩＡ∮１４ 宮城

大学職場一般グループ

小学校・ジュニアグループ


