
※■表示の学校は、中部日本決勝大会進出校です。

※動画欄のアイコンをクリックすると、演奏の動画をご覧いただけます。（外部サイト「YouTube」に移動します）

※動画配信に同意いただいた学校のみ配信しています。ただし、楽曲によっては事務局の判断基準に基づき、音声のみで

　 配信することや配信を取りやめることがあります。（著作権者が不明、著作権が消滅していない外国作品の楽曲など）

　 動画の掲載についての問い合わせは「ＣＢＣこども音楽コンクール事務局」まで TEL：052-241-8111(代表) / 平日10時～18時

演奏順 学校名 形態 曲名 審査結果 動画

●第１ブロック　中学校　合唱・重唱部門

17_01 名古屋市立笈瀬中学校 女声三部合唱 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ
演奏時間
オーバー

🔴

17_02 名古屋市立あずま中学校 混声三部合唱 前へ 優良賞 🔴

17_03 名古屋市立藤森中学校 女声四部合唱
女声合唱のための「信長貴富アカペラ・コーラス・セレ
クション」から　とむらいのあとは

優良賞 🔴

17_04 名古屋市立前津中学校 女声三部合唱 どこまでも ～How Far I'll Go～ 佳良賞 ―

17_05 名古屋市立大曽根中学校 女声三部合唱 いまの「いま」 優良賞 🔴

17_06 名古屋市立笈瀬中学校(A) 女声三重唱
無伴奏女声合唱組曲「グリンピースのうた」から　３．
ぶどう

佳良賞 🔴

17_07 名古屋市立笈瀬中学校(B) 女声三重唱
無伴奏女声合唱組曲「ふくろうめがね」から　４．ある
日くまは

佳良賞 🔴

17_08 名古屋市立あずま中学校(A) 混声四重唱 サッカーによせて 優良賞 🔴

17_09 名古屋市立あずま中学校(B) 混声三重唱 森の狩人アレン 優秀賞 🔴

17_10 名古屋市立藤森中学校(A) 女声四重唱
女声合唱のための「信長貴富アカペラ・コーラス・セレ
クション」から　歩くうた

優良賞 🔴

17_11 名古屋市立藤森中学校(B) 女声三重唱
女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレ
クション」から　ロマンチストの豚

優良賞 🔴

●第２ブロック　中学校　合唱・重唱部門

17_12 名古屋市立滝ノ水中学校 女声四部合唱 セミ 優秀賞 🔴

17_13 名古屋市立猪高中学校 女声三部合唱
女声合唱のための５つの童話「わたしと小鳥とすず
と」から　あわ雪、わたしと小鳥とすずと

優秀賞 🔴

17_14 安城市立安城南中学校 女声三部合唱 私はなぜ？ 優良賞 🔴

17_15 安城市立桜井中学校 女声三部合唱
無伴奏童声（女声）合唱のための「かんかんかくれんぼ」－和歌山の

わらべうたによるコンポジション－から　かんかんかくれんぼ 優秀賞 🔴

17_16 阿久比町立阿久比中学校 混声三部合唱 Replay 優良賞 🔴

17_17 東浦町立東浦中学校(A) 女声四重唱
女声合唱のための「紀の国のこどもうた２」から　いつ
つの手遊びうた

優良賞 🔴

17_18 東浦町立東浦中学校(B) 女声三重唱 さびしいカシの木 佳良賞 🔴

17_19 名古屋市立滝ノ水中学校(A) 女声四重唱 何億もの昼と何億もの夜を越えて 優秀賞 🔴

17_20 名古屋市立滝ノ水中学校(B) 女声四重唱 おんがく 優良賞 🔴

17_21 名古屋市立猪高中学校(A) 女声三重唱 女声合唱組曲「母の景色」から　夏みかん 優良賞 🔴

17_22 名古屋市立猪高中学校(B) 女声三重唱 にじ色の魚 優良賞 🔴

令和4年度　第57回　地区予選　審査結果　9月17日（土）　《会場審査》

https://youtu.be/98BdvYRoz_s
https://youtu.be/UwzyZkewCUo
https://youtu.be/XU1uvC7qz4g
https://youtu.be/3jpV7pdQe7Q
https://youtu.be/RYz1tqfKMdw
https://youtu.be/YULRwiHFV8E
https://youtu.be/ghaS-PWnaO4
https://youtu.be/QfCBGjtUjDQ
https://youtu.be/hlwQINTIlmI
https://youtu.be/QsKGLtwOYrA
https://youtu.be/F9irqZshpZE
https://youtu.be/KoWOrYqEfTc
https://youtu.be/LPlIKMLrtJE
https://youtu.be/S0lGW3q2u9s
https://youtu.be/61aesdN-THU
https://youtu.be/_j3oN95CexA
https://youtu.be/M7tYFTLaKco
https://youtu.be/6UZStlscP7g
https://youtu.be/IoCKFAe09Qc
https://youtu.be/xpHc3QRP5kA
https://youtu.be/hafYdnnpDJQ
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●第３ブロック　小学校　合唱・重唱部門

17_23 日進市立西小学校 三部合唱 Ｊｕｐｉｔｅｒ 優良賞 🔴

17_24 岡崎市立六ツ美中部小学校 三部合唱 マイバラード 優良賞 🔴

17_25 岡崎市立連尺小学校 二部合唱 青空に深呼吸 優秀賞 🔴

17_26 岡崎市立梅園小学校 三部合唱 まいごのひかり 優秀賞 🔴

17_27 桑名市　津田学園小学校 三部合唱 一等星の夢 佳良賞 🔴

17_28 日進市立西小学校(A) 三重唱 ふるさと 佳良賞 🔴

17_29 日進市立西小学校(B) 四重唱 星の世界 優良賞 🔴

●第４ブロック　中学校　合唱・重唱部門

17_30 名古屋市立振甫中学校 女声三部合唱
女声合唱とピアノのための「いのちへのオマージュ」
から　夕焼け

優良賞 🔴

17_31 名古屋市立御田中学校 女声三部合唱 女声合唱曲集「うたをうたうとき」から　春 優秀賞 🔴

17_32 名古屋市立守山東中学校 女声三部合唱
女声合唱とピアノのための「たましいのスケジュー
ル」から　たましいのスケジュール

優秀賞 🔴

17_33 名古屋市立昭和橋中学校 女声二部合唱 今日から明日へ 佳良賞 ―

17_34 名古屋市立香流中学校 女声三重唱 はくさいぎしぎし 佳良賞 🔴

17_35 名古屋市立山田東中学校 女声四重唱 鷗 優良賞 🔴

17_36 名古屋市立萩山中学校(A) 女声四重唱
無伴奏女声合唱のための「７つの子ども歌」から　通
りゃんせ

優秀賞 🔴

17_37 名古屋市立萩山中学校(B) 女声四重唱
同声(女声)合唱のための「紀の国のこどもうた２」から
４．やんまヤッホー

佳良賞 🔴

17_38 名古屋市立振甫中学校(A) 女声四重唱 鷗 佳良賞 🔴

17_39 名古屋市立振甫中学校(B) 混声四重唱
無伴奏混声３部合唱のための「四つのアイルランド民
謡」から　庭の千草

佳良賞 🔴

17_40 名古屋市立御田中学校(A) 女声四重唱 木下牧子女声合唱曲選［アカペラ篇］から　鷗 優秀賞 🔴

17_41 名古屋市立御田中学校(B) 女声四重唱 にじ色の魚 優良賞 🔴

https://youtu.be/_5hLdufXvgk
https://youtu.be/k2Mhky6jWUs
https://youtu.be/-MHQIh3lHfQ
https://youtu.be/NoIFveFXpkk
https://youtu.be/pCIMPFjVQx4
https://youtu.be/cpUE_IZpp6w
https://youtu.be/g0Ee65uTkmc
https://youtu.be/Y1w7_-y5m1o
https://youtu.be/5TeKAzBwvng
https://youtu.be/4qqR8dViN-w
https://youtu.be/2tv0g2aVj38
https://youtu.be/mPRw5f9jZWs
https://youtu.be/bqokVyzxv2E
https://youtu.be/q7Ecf_Qd6x4
https://youtu.be/Biv-SPv_KXc
https://youtu.be/oeDen7Svwtc
https://youtu.be/zcPBpkyeX5w
https://youtu.be/heyfDMP4vis

