
※■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）

※動画配信の同意を得た学校のみご覧になれます。

　 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①　合唱・重唱部門＞

17_01 名古屋市立豊正中学校 女声三部合唱 女声合唱とピアノのために　ｅｙｅの中に愛 優秀賞 ●

17_02 名古屋市立冨士中学校 混声四部合唱
混声合唱とピアノのための苦しみの日々　哀しみの
日々（短縮版）

優良賞 ●

17_03 名古屋市立若水中学校 混声三部合唱 生きる 優秀賞 ●

17_04 名古屋市立桜丘中学校 女声三部合唱 さくら 優良賞 ●

17_05 愛知教育大学附属名古屋中学校 女声三部合唱 緑の朝 佳良賞 ●

17_06 名古屋市立高針台中学校 混声四部合唱 ミサ　カンターテ　から　グローリア 優良賞 ●

17_07 名古屋市立豊正中学校(A) 混声四重唱 いっしょに 優良賞 ●

17_08 名古屋市立豊正中学校(B) 女声四重唱 故郷 優良賞 ●

17_09 名古屋市立冨士中学校(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_10 名古屋市立冨士中学校(B) 女声四重唱 何億もの昼と何億もの夜を越えて 優秀賞 ●

17_11 名古屋市立桜丘中学校 女声三重唱 サッカーによせて 優秀賞 ●

●第２ブロック　＜小学校①　合唱・重唱部門＞

17_12 名古屋市立春日野小学校 三部合唱
無伴奏同声合唱組曲「グリンピースのうた」から　グリ
ンピースのうた、はくさいぎしぎし

佳良賞 ●

17_13 岡崎市立山中小学校 二部合唱 ＣＯＳＭＯＳ 優良賞 ●

17_14 名古屋市立鳴海東部小学校 三部合唱
同声合唱のための合唱組曲「はじまりは、いつも」か
ら　空のスタートライン

優秀賞 ●

17_15 名古屋市立富士見台小学校 三部合唱 歩いてゆこう 優秀賞 ●

17_16 稲沢市立千代田小学校 三部合唱 きっと・・ 優良賞 ●

17_17 稲沢市立清水小学校 二部合唱 明日へつなぐもの 優良賞 ●

17_18 名古屋市立蓬来小学校 二部合唱 この星に生まれて 優秀賞 ●

17_19 岡崎市立山中小学校(A) 二重唱 かけがえのないこと 優良賞 ●

17_20 岡崎市立山中小学校(B) 三重唱 グリンピースのうた 優良賞 ●

17_21 名古屋市立鳴海東部小学校(A) 四重唱 前へ 優良賞 ●

17_22 名古屋市立鳴海東部小学校(B) 三重唱 おくりもの 優良賞 ●

平成２８年度　第５１回　地区予選　審査結果　９月１７日（土）

https://www.youtube.com/watch?v=aHklMEM5tZk&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1Ra8ZENBN-g&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=f2dLCDkdd58&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5CS1AyRK46c&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=RuwIXdjBicA&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gDxvoaT-f7A&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pIlO7Ig2JoQ&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DmxYaO22qms&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=tgVRqarysk8&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FpjC5_lHsDI&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4jA9yf0c018&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=UCZDI9r8-DU&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=xEyoc8ILFlg&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=l2bwFnKrooA&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mlNlv2vkJX4&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=QyvAfsKKvik&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=kVaPkJ3I64c&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=pM6txg7XaS4&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=DRC5ZgQN5vw&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=8jkDjB-0C7g&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=SbsJNd0oim0&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=KwUFKyqDwiI&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=23


※■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）

※動画配信の同意を得た学校のみご覧になれます。
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●第３ブロック　＜小学校②　合唱・重唱部門＞

17_23 名古屋市立香流小学校 三部合唱
無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」から　１．涙　　３．
なみだ

優良賞 ●

17_24 稲沢市立稲沢東小学校 三部合唱 花 優秀賞 ●

17_25 みよし市立黒笹小学校 三部合唱 花色カメレオン 優良賞 ●

17_26 刈谷市立双葉小学校 三部合唱
少年少女のための合唱曲集「地球のてっぺん」から
太陽と大地の子供たち

優秀賞 ●

17_27 岡崎市立竜谷小学校 三部合唱
少年少女のための合唱組曲「わたしが呼吸するとき」
から　わたしが呼吸するとき

優秀賞 ●

17_28 岡崎市立六名小学校 三部合唱
同声３部合唱とピアノのために「ユウキノウタ」から
歌声はどこにいくの

優良賞 ●

17_29 岡崎市立大門小学校 三重唱 歌よ ありがとう 優秀賞 ●

17_30 名古屋市立香流小学校 四重唱 ジェリコの戦い 優秀賞 ●

17_31 稲沢市立稲沢東小学校(A) 三重唱 ほたるこい 優秀賞 ●

17_32 稲沢市立稲沢東小学校(B) 四重唱 ひとりぼっちの羊飼い 優秀賞 ●

●第４ブロック　＜中学校②　合唱・重唱部門＞

17_33 春日井市立西部中学校(A) 女声三部合唱
女声・児童合唱組曲「尾張・三河のわらべうた〈その
一〉」から　ほったろこい

優秀賞 ●

17_34 春日井市立西部中学校(B) 女声三部合唱
同声合唱のためのコンポジション「日本の民謡」第１
集　から　八木節

優良賞 ●

17_35 西尾市立平坂中学校 混声四部合唱 無伴奏合唱のための「華志集」から　Ⅳ．問い 優良賞 ―

17_36 西尾市立鶴城中学校 女声三部合唱 ガラスの瞳 優良賞 ●

17_37 東浦町立東浦中学校 女声三部合唱
女声合唱とピアノのための組曲「獅子の子幻想」から
都の春

優秀賞 ●

17_38 豊橋市立牟呂中学校 混声四部合唱 混声合唱組曲「未来への決意」から　自己 優良賞 ●

17_39 春日井市立西部中学校(A) 女声四重唱 けだものが来た 優良賞 ●

17_40 春日井市立西部中学校(B) 女声三重唱
同声（女声）合唱のための「紀の国のこどもうた２」か
ら　なわとびあそび

優良賞 ●

17_41 西尾市立平坂中学校(A) 女声四重唱 ヘンルーダの花が咲いたら ～Magos a rutafa～ 優良賞 ―

17_42 西尾市立平坂中学校(B) 女声三重唱 ずいずいずっころばし、ほたるこい 優良賞 ―

17_43 西尾市立鶴城中学校(A) 女声三重唱 うたをうたうとき 優良賞 ●

17_44 西尾市立鶴城中学校(B) 女声三重唱 サッカーによせて 優良賞 ●

https://www.youtube.com/watch?v=pz6FpA6w8fs&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bTIpcCNXLI4&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=BcrHQ5eq0wg&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=HzW7R4n0aqE&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=L9O9RTzQiLg&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=eLTbCkj-_B4&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=jdV41wculHo&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MkN2YlnpJao&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=kjb-2rW-P6A&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=6he1hap1hng&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=yl-dWProTDg&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=SXXSLBlQ-QM&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=etd34_i8kcw&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=TT5945WbV78&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=6EP-0hmjv44&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=mqHsOatEeGk&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=oiMwaMF1u2M&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=wL7DouAeRRE&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=rJDwq7_PrBU&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=44
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●第５ブロック　＜中学校③　合唱・重唱部門＞

17_45 岡崎市立竜海中学校 女声四部合唱 女声合唱曲集「わたしは風」から　歌 優秀賞 ●

17_46 一宮市立大和中学校 女声四部合唱 にじ色の魚 優秀賞 ●

17_47 名古屋市立香流中学校 女声三部合唱 わたしを束ねないで 優秀賞 ●

17_48 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「空の名前」から　天空歌 優秀賞 ●

17_49 安城市立安城北中学校 混声三部合唱 友　～旅立ちの時～ 優秀賞 ●

17_50 名古屋市立猪高中学校 女声三部合唱 霧明け 優秀賞 ―

17_51 岡崎市立竜海中学校(A) 女声四重唱 鷗 優秀賞 ●

17_52 岡崎市立竜海中学校(B) 女声四重唱 虹の輪の花 優秀賞 ●

17_53 一宮市立大和中学校 女声四重唱 鷗 優良賞 ●

17_54 名古屋市立香流中学校(A) 女声四重唱 おんがく 優秀賞 ●

17_55 名古屋市立香流中学校(B) 女声四重唱 めばえ 優秀賞 ●

17_56 名古屋市立守山東中学校(A) 女声四重唱 無伴奏女声合唱曲「種子はさへづる」から　春の河 優秀賞 ●

17_57 名古屋市立守山東中学校(B) 女声四重唱 Ｕｂｉ　Ｃａｒｉｔａｓ（ウビ・カリタス） 優秀賞 ●

17_58 名古屋市立猪高中学校(A) 女声四重唱 たったいま 優秀賞 ―

17_59 名古屋市立猪高中学校(B) 混声四重唱 オディエ・クリストゥス・ナトゥス・エスト 優秀賞 ―

https://www.youtube.com/watch?v=hu2zn7lO9sI&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=RYmvEmIOQPY&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=gVLPt0J0Sic&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=aNXzpwm3DMY&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=ZSM6QffQBI8&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=Wfl6-j-QRSc&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=3L0BzA9_1lE&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=5CoMlSYifzw&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=vw14uz1WD0g&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=jOg_8Ey6Ats&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=jxD8Q1APBJo&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=vE-QP2RewHU&list=PLZmelpGfCJ77gNCfl_tSsTWPEVktBdAhY&index=58

