
○中学校部門　３月１９日（木）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 鹿児島大学教育学部附属中学校合唱部ハピネス 鹿児島県

2 栄東中学校コーラス部 埼玉県

3 菊陽町立菊陽中学校合唱同好会 熊本県

4 清教学園中学校合唱部 大阪府

5 和歌山市立貴志中学校合唱部 和歌山県

6 信州大学教育学部附属長野中学校 長野県

7 青森市立戸山中学校 青森県

8 那須塩原市立三島中学校合唱部 栃木県

9 金沢市立西南部中学校合唱部 石川県

10 出雲市立斐川西中学校合唱部 島根県

11 丸亀市立東中学校・丸亀市立南中学校合同アンサンブル 香川県

12 福島市立福島第一中学校合唱部 福島県

13 仙台市立西多賀＆八木山中学校合唱愛好会“Ami Chœur” 宮城県

14 岐阜大学教育学部附属中学校合唱部 岐阜県

15 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 三重県

16 那覇市立小禄中学校吹奏楽・合唱部 沖縄県

17 矢巾町立矢巾北中学校 岩手県

18 名古屋市立昭和橋中学校合唱部 愛知県

19 郡山市立郡山第六中学校合唱部 福島県

20 福井大学教育地域科学部附属中学校合唱部 福井県

21 梅光学院中学校チャペル・クワイア 山口県

22 会津若松市立第四中学校合唱部 福島県

23 郡山市立郡山第七中学校合唱部 福島県

24 香芝市立香芝北中学校合唱部 奈良県

25 松戸市立第一中学校合唱部 千葉県

26 清泉女学院中学校音楽部 神奈川県

27 湯沢市立湯沢南中学校 秋田県

28 西条市立西条北中学校合唱部 愛媛県

29 郡山市立郡山第五中学校合唱部 福島県

30 山梨学院大学附属中学校合唱部 山梨県

31 土佐女子中学校コーラス部 高知県

32 大分市立判田中学校合唱部 大分県

33 宮城県仙台二華中学校音楽部 宮城県

34 仙台市立第一中学校 宮城県

35 鶴岡市立鶴岡第一中学校 山形県

36 郡山市立郡山第二中学校 福島県

37 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校合唱部 宮崎県

38 仙台市立長町中学校合唱部 宮城県

39 須賀川市立仁井田中学校 福島県

40 専修大学松戸中学校合唱部 千葉県

41 青森市立沖館中学校合唱部 青森県

42 総社市立総社東中学校合唱部グリー 岡山県

第８回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表



第８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２０日（金）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 大阪信愛女学院高等学校合唱部 大阪府

2 青森県立青森高等学校音楽部 青森県

3 鹿児島県立松陽高等学校音楽部 鹿児島県

4 香川県立坂出高等学校合唱部 香川県

5 宮城県仙台二華高等学校音楽部 宮城県

6 沖縄県立首里高等学校合唱部 沖縄県

7 聖ウルスラ学院英智中学高等学校合唱部 宮城県

8 和歌山県立向陽中・高等学校合唱部 和歌山県

9 静岡県立清水西高等学校合唱団 静岡県

10 奈良県立畝傍高等学校音楽部 奈良県

11 日本大学東北高等学校合唱団 福島県

12 京都聖母学院高等学校コーラス部フルリーフ 京都府

13 岐阜県立大垣桜高等学校合唱部 岐阜県

14 福島県立安積黎明高等学校合唱団 福島県

15 三重県立宇治山田高等学校合唱部 三重県

16 福島県立福島東高等学校合唱団 福島県

17 熊本県立玉名高等学校音楽部 熊本県

18 埼玉県立川越女子高等学校音楽部 埼玉県

19 金光学園音楽部コーラス 岡山県

20 福島県立安達東高等学校 福島県

21 島根県立大社高等学校合唱部 島根県

22 小松原高等学校音楽部 埼玉県

23 愛媛県立新居浜西高等学校合唱部　西樟 愛媛県

24 長野県小諸高等学校音楽部 長野県

25 桜花学園高等学校合唱団 愛知県

26 山梨県立市川高等学校音楽部 山梨県

27 秋田県立大曲高等学校合唱部 秋田県

28 福島県立橘高等学校 福島県

29 山形県立山形東高等学校音楽部 山形県

30 岩手県立不来方高等学校音楽部 岩手県

31 福井県立美方高等学校合唱部 福井県

32 福島県立郡山高等学校合唱団 福島県

33 山口県立山口中央高等学校合唱部 山口県

34 清泉女学院高等学校音楽部 神奈川県

35 大阪府立清水谷高等学校合唱部 大阪府

36 福島県立福島高等学校 福島県

37 石川県立金沢泉丘高等学校合唱部 石川県

38 福島県立湯本高等学校合唱部 福島県

39 土佐女子高等学校コーラス部 高知県

40 宮崎県立妻高等学校女声合唱団 宮崎県

41 松戸市立松戸高等学校合唱部 千葉県

42 福島県立福島明成高等学校合唱部 福島県



第８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２１日（土）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 Smile♪　　 福井県

2 仙台市立金剛沢小学校　KGS Diamant Harmonie 宮城県

3 ジュニアコーラス　フェアリーズ 千葉県

4 金沢市立千坂小学校合唱団『ドリーム』 石川県

5 倉敷少年少女合唱団 岡山県

6 土佐市立高岡第一小学校 高知県

7 池田学園池田小学校合唱部 鹿児島県

8 合唱団Clair 宮城県

9 興文混声合唱団 岐阜県

10 Coro di Ars 和歌山県

11 安積合唱協会 福島県

12 Fiore Hagi 山口県

13 群馬おきりこみ合唱団 群馬県

14 いなっこ 長野県

15 Coro felice 岩手県

16 沖縄・名護ジュニアコーラス 沖縄県

17 Chœur Jeunesse 福島県

18 貝掛混声合唱団　こなゆき 大阪府

19 Xinghai Conservatory of Music Victoria Choir 中華人民共和国

20 UNIVERSITY OF BAGUIO VOICES ENSEMBLE フィリピン共和国

21 鶴岡土曜会混声合唱団ルーチェ 山形県

22 Racco 滋賀県

23 家族コーラス「左座家」 熊本県

24 クール　シェンヌ 奈良県

25 Harvest Choir 秋田県

26 La Pura Fuente 神奈川県

27 Taipei Male Singers 台湾

28 豊田市少年少女合唱団　グレイス 愛知県

29 松江プラバ少年少女合唱隊　Pure Blueberry 島根県

30 Choral Aurora 福島県

31 Delmo 東京都

32 合唱団「あべ犬東」 埼玉県

33 アンサンブルmunera 静岡県

34 I. C. Chorale 愛媛県

35 Coro Piace　 岡山県

36 Die Sechs Stimmen 東京都

37 合唱団Épice 宮城県

38 ロビーワイド 岩手県

39 合唱団Apio 青森県

40 Orphe Choirs 大阪府

41 アンサンブルフェリーチェ 山梨県

42 音羅（Onra）ヴォーカル・アンサンブル 岡山県

43 男声アンサンブル　ウィザード 宮崎県

小学校・ジュニアグループ

大学職場一般グループ


