
○中学校部門　３月１８日（木）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校合唱部 鹿児島

2 総社市立総社西中学校コーラス部 岡山

3 甲州市立塩山北中学校 山梨

4 郡山市立郡山第二中学校 福島

5 秋田大学教育文化学部附属中学校合唱部 秋田

6 八戸市立根城中学校合唱部 青森

7 西原町立西原中学校合唱部 沖縄

8 和歌山市立日進中学校合唱部 和歌山

9 神戸大学附属中等教育学校前期課程コーラス部 兵庫

10 清教学園中学校合唱部 大阪

11 盛岡市立仙北中学校合唱部 岩手

12 高知大学教育学部附属中学校合唱部 高知

13 郡山市立郡山第一中学校合唱部 福島

14 松戸市立第一中学校合唱部 千葉

15 白山市立松任中学校合唱部 石川

16 西条市立西条北中学校合唱部 愛媛

17 専修大学松戸中学校合唱部 千葉

18 広陵町立広陵中学校コーラス部 奈良

19 四天王寺中学校 大阪

20 郡山市立郡山第六中学校 福島

21 宮城県古川黎明中学校コーラス部 宮城

22 福井市明道中学校 福井

23 郡山市立郡山第七中学校 福島

24 磐田市立城山中学校合唱部 静岡

25 矢巾町立矢巾北中学校　合唱部 岩手

26 仙台市立長町中学校合唱団 宮城

27 むつ市立田名部中学校 青森

28 山口大学教育学部附属山口中学校合唱団「ひひらぎⅡ」 山口

29 妙高市立新井中学校合唱部 新潟

30 熊本県立玉名高等学校附属中学校音楽部 熊本

31 安田女子中学校合唱部Mars 広島

32 出雲市立斐川西中学校合唱部 島根

33 砺波市立出町中学校合唱部 富山

34 射水市立小杉中学校合唱部 富山

35 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 愛知

36 郡山市立安積中学校 福島

37 鶴岡市立鶴岡第一中学校 山形

第１４回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表



第１４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（金）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 岩手県立盛岡第二高等学校　音楽部 岩手

2 仁愛女子高等学校コーラス部 福井

3 山梨県立巨摩高等学校音楽部 山梨

4 山口県立萩高等学校Ⅱ 山口

5 奈良県立畝傍高等学校音楽部 奈良

6 神戸大学附属中等教育学校　後期課程　コーラス部 兵庫

7 和歌山県立向陽中・高等学校合唱部 和歌山

8 千葉県立千葉女子高等学校　合唱部 千葉

9 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 岩手

10 岩手県立不来方高等学校音楽部 岩手

11 川越東高等学校合唱部 埼玉

12 熊本県立玉名高等学校音楽部 熊本

13 埼玉栄高等学校コーラス部 埼玉

14 福島県立福島明成高等学校 福島

15 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 岡山

16 宮城県古川黎明高等学校　コーラス部 宮城

17 桜花学園高等学校　合唱団 愛知

18 山形県立鶴岡南高等学校音楽部 山形

19 青森県立青森高等学校音楽部 青森

20 秋田県立大曲高等学校合唱部 秋田

21 島根県立益田高等学校合唱部 島根

22 呉港高等学校ブラスバンド部 広島

23 福島県立福島西高等学校合唱部 福島

24 和歌山県立桐蔭高等学校音楽部 和歌山

25 福島県立橘高等学校合唱団 福島

26 福島県立安積高等学校混声合唱団 福島

27 福島県立安積黎明高等学校合唱団 福島

28 石川県立金沢辰巳丘高等学校　合唱部 石川

29 日本大学東北高等学校合唱団 福島

30 専修大学松戸高等学校合唱部 千葉

31 土佐女子高等学校コーラス部 高知

32 沖縄県立那覇高等学校 沖縄

33 叡明高等学校混声合唱団 埼玉

34 滋賀県立膳所高等学校音楽班合唱部 滋賀

35 静岡県立掛川西高等学校　音楽部 静岡

36 鹿児島県立松陽高等学校音楽部 鹿児島

37 敬和学園高等学校 新潟

38 福島県立郡山高等学校合唱団 福島



第１４回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順表

○小学校・ジュニア部門　３月２０日（土）　開演　午前１０：００

出演順 団体名 都道府県

1 仙台市立上杉山通小学校 合唱部 宮城

2 ジュニアコーラス　フェアリーズ 千葉

3 下関市立熊野小学校 山口

4 岡山楷の木少年少女合唱団 岡山

5 南城市立大里南小学校音楽部 沖縄

6 聖ドミニコ学院小学校合唱団 宮城

7 コマツHAPPYMELODY児童合唱団 石川

8 北上市立黒沢尻北小学校合唱部 岩手

○一般部門　３月２０日（土）　開演　午前１１：４３

出演順 団体名 都道府県

1 静岡大学混声合唱団 静岡

2 Ensemble Quintuple 三重

3 Ohta Laboratory 東京

4 豊田市少年少女合唱団グレイス 愛知

5 男声合唱団APERTASS 埼玉

6 《ＥＳＴ》シンガーズ 三重

7 合唱団のあ 青森

8 越の国室内合唱団VOX ORATTA 新潟

9 うたおっさ！ 福井

10 萬斎 広島

11 Vocal Ensemble CAST 大分

12 Marea Fritto 静岡

13 Ensemble SAKAE 埼玉

14 Choeur Premier 千葉

15 仙台室内合唱団「紡輝」 宮城

16 合唱団Pianeta 山形

17 合唱団Fiorire 埼玉

18 合唱団Apio 青森

19 合唱団「栄」 埼玉

20 合唱団そうなそ 山口

21 合唱団Pálinka 宮城

22 Ensemble Gaude 福島

23 ジュニア＆ユースコーラス"Raw-Ore" 宮城


