
○中学校部門　３月１８日（金）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 会津若松市立第四中学校女声合唱団 福島県

2 岡崎市立竜海中学校合唱部 愛知県

3 仙台市立長町中学校合唱部 宮城県

4 推薦予定 岡山県

5 矢巾町立矢巾北中学校特設合唱部 岩手県

6 香芝市立香芝北中学校合唱部 奈良県

7 旭川市立愛宕中学校合唱部 北海道

8 市川市立第五中学校合唱部 千葉県

9 松本市立筑摩野中学校合唱部 長野県

10 鯖江市中央中学校 福井県

11 湯沢市立湯沢南中学校 秋田県

12 田村市立常葉中学校 福島県

13 那覇市立小禄中学校吹奏楽・合唱部 沖縄県

14 大垣市立興文中学校合唱部 岐阜県

15 和歌山市立貴志中学校合唱部 和歌山県

16 春日部市立武里中学校合唱部 埼玉県

17 仙台市立第一中学校 宮城県

18 郡山市立郡山第七中学校合唱部 福島県

19 大阪信愛女学院中学校合唱部クノスペン 大阪府

20 高知学芸中学校コーラス部 高知県

21 仙台市立八軒中学校合唱部 宮城県

22 郡山市立郡山第五中学校合唱部 福島県

23 宇都宮市立星が丘中学校合唱部 栃木県

24 鹿児島市立谷山北中学校合唱部 鹿児島県

25 山口大学教育学部附属山口中学校合唱団 山口県

26 郡山市立郡山第二中学校 福島県

27 菊陽町立菊陽中学校合唱部 熊本県

28 二本松市立二本松第一中学校合唱部 福島県

29 山形市立第二中学校音楽部 山形県

30 出雲市立斐川西中学校合唱部 島根県

31 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 三重県

32 新居浜市立角野中学校合唱部 愛媛県

33 神戸大学附属中等教育学校　中等部コーラス部 兵庫県

34 金沢市立野田中学校合唱部 石川県

35 専修大学松戸中学校合唱部 千葉県

36 会津若松市立一箕中学校 福島県

37 松戸市立第一中学校合唱部 千葉県

38 会津若松市立第二中学校特設合唱部 福島県

39 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

40 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校合唱部 宮崎県

41 八戸市立根城中学校 青森県

第９回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表



第９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１９日（土）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 福島県立福島高等学校合唱団 福島県

2 香川県立坂出高等学校　合唱部 香川県

3 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 栃木県

4 熊本県立玉名高等学校音楽部 熊本県

5 奈良県立畝傍高等学校音楽部 奈良県

6 岐阜県立大垣桜高等学校　合唱部 岐阜県

7 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 岡山県

8 日本大学東北高等学校合唱団 福島県

9 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 宮城県

10 石川県立金沢辰巳丘高等学校 石川県

11 山形県立鶴岡北高等学校音楽部クロッカス 山形県

12 神戸大学附属中等教育学校　高等部コーラス部 兵庫県

13 鹿児島県立松陽高等学校音楽部 鹿児島県

14 日本女子大学附属高等学校コーラスクラブ 神奈川県

15 福島県立喜多方高等学校合唱部 福島県

16 叡明高等学校音楽部 埼玉県

17 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 愛知県

18 宮崎県立宮崎西高等学校合唱部 宮崎県

19 土佐女子高等学校 コーラス部 高知県

20 清教学園高等学校合唱部 大阪府

21 沖縄県立小禄高等学校合唱部 沖縄県

22 長野県長野西高等学校合唱班 長野県

23 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部 岩手県

24 仁愛女子高等学校コーラス部 福井県

25 山口県立山口中央高等学校合唱部 山口県

26 和歌山県立向陽中・高等学校合唱部 和歌山県

27 秋田県立湯沢・横手城南高等学校 音楽部 秋田県

28 三重県立宇治山田高等学校合唱部 三重県

29 沖縄県立真和志高等学校音楽部 沖縄県

30 羽黒高等学校合唱部 山形県

31 福島県立郡山高等学校合唱団 福島県

32 福島県立福島東高等学校合唱団 福島県

33 福島県立安積黎明高等学校合唱団 福島県

34 郡山女子大学附属高等学校 福島県

35 出雲北陵中学・高等学校合唱部 島根県

36 浜松市立高等学校合唱団あやこまち 静岡県

37 大阪府立清水谷高等学校合唱部 大阪府

38 青森県立八戸東高等学校 青森県

39 宮城県仙台第一高等学校合唱部 宮城県

40 福島県立安達東高等学校 福島県

41 山梨県立甲府第一高等学校ア・カペラ部 山梨県

42 愛媛県立西条高等学校合唱部「歌媛」 愛媛県

43 福島県立安積高等学校合唱団 福島県



第９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２０日（日）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 高松混声合唱団〈女声〉 香川県

2 秋田市立秋田東中学校・ＯＧ合唱団 秋田県

3 Paradise Relax 埼玉県

4 安積合唱協会 福島県

5 福島室内合唱団 福島県

6 はぶてとるＰ＆Ｎ 広島県

7 女声合唱コールアムゼー 滋賀県

8 いなっこ 長野県

9 山陰合同銀行混声合唱団 島根県

10 Jinggaswara National Institute of Technology Choir インドネシア共和国

11 Choral Aurora 福島県

12 Wise Company 高知県

13 家族コーラス「左座家」 熊本県

14 合唱団 花集庵 愛知県

15 Speranza Oriente 東京都

16 Coro felice 岩手県

17 Flügel 岡山県

18 Mithlandir 鹿児島県

19 浜松少年少女合唱団 静岡県

20 Ensemble Minstrel 東京都

21 アンサンブル  フェリーチェ 山梨県

22 クリア 和歌山県

23 コーロ・アンジェロ 宮崎県

24 Ensemble めすこら～れ 奈良県

25 lecca-lecca 大分県

26 La pleine lune 宮城県

27 Berezia 大阪府

28 The Saint Louis University Glee Club フィリピン共和国

29 Ｉ．Ｃ．Ｃｈｏｒａｌｅ 愛媛県

30 岐阜大学コーラスクラブ 岐阜県

31 Futures 福岡県

32 合唱団Apio 青森県

33 Ｐｒｉｍｏ　Ａｍｏｒｅ　ｄｅｌｌａ　Ｍｅｌａ 宮城県

34 アンサンブル「半音会」 沖縄県

35 フォンテーヌ声楽アンサンブル 京都府

36 鶴岡土曜会混声合唱団  ヴォーチェ 山形県

37 ルックスエテルナ 栃木県

38 小松市立苗代小学校合唱団 石川県

39 山口市立大殿小学校合唱部 山口県

40 郡山市立大島小学校特設合唱部 福島県

41 福井市明新小学校 福井県

42 南城市立大里南小学校合唱部「空」 沖縄県

大学職場一般グループ

小学校・ジュニアグループ


