
※■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＞

18_01 名古屋市立大江中学校 女声三部合唱 星めぐりの歌 優良賞 ●

18_02 名古屋市立萩山中学校 女声四部合唱 Ｓａｌｖｅ　Ｒｅｇｉｎａ（サルヴェ・レジーナ） 優秀賞 ●

18_03 名古屋市立御田中学校 女声三部合唱
女声合唱組曲「地球に寄り添って」から　地球に寄り
添って　センスオブワンダー

優秀賞 ●

18_04 名古屋市立名塚中学校 混声四部合唱
混声合唱とピアノのための「おわりのない海」から　お
わりのない海

優良賞 ●

18_05 名古屋市立浄心中学校 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 優良賞 ●

18_06 春日井市立南城中学校 女声三部合唱
女声合唱のための「かなうた　第２集」から　Ⅳ．うそ
つきうさぎ

優良賞 ●

18_07 名古屋市立豊国中学校 女声三部合唱 さくら 優良賞 ●

18_08 安城市立篠目中学校 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

優良賞 ●

18_09 半田市立半田中学校 女声三部合唱 鷗 佳良賞 ●

18_10 名古屋市立御田中学校(A) 混声四重唱 混声合唱曲集「夢みたものは」から　夢みたものは 優良賞 ●

18_11 名古屋市立御田中学校(B) 女声四重唱
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　おんがく

優良賞 ●

●第２ブロック　＜小学校①　合唱・重唱部門＞

18_12 碧南市立中央小学校 三部合唱 シーラカンスをとりにいこう 優良賞 ●

18_13 蒲郡市立中央小学校 三部合唱
同声３部合唱とピアノのための組曲「二億年ずつ２３
回」から　二億年ずつ２３回

優秀賞 ●

18_14 名古屋市立猪高小学校 三部合唱 ホール・ニュー・ワールド（新しい世界） 佳良賞 ●

18_15 岡崎市立六ッ美中部小学校 三部合唱  「３声部によるわらべうた 四章」から　かずのうた 優良賞 ●

18_16 刈谷市立かりがね小学校 三部合唱 「地平線のかなたへ」から　１．春に 優良賞 ●

18_17 碧南市立中央小学校(A) 三重唱
無伴奏同声合唱組曲「グリンピースのうた」から　はく
さいぎしぎし

佳良賞 ●

18_18 碧南市立中央小学校(B) 三重唱
東北地方のわらべうたによる九つの女声合唱組曲か
ら　ほたるこい

佳良賞 ●

18_19 蒲郡市立中央小学校(A) 四重唱
児童・女声合唱のための「五つのわらべうた」から
烏かねもん勘三郎

優秀賞 ●

18_20 蒲郡市立中央小学校(B) 四重唱 アヴェ・マリア 佳良賞 ●

平成２８年度　第５１回　地区予選　審査結果　９月１８日（日）

https://www.youtube.com/watch?v=KVAX9GxTGNo&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Yxu78uKqh0E&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=N1605JJgNGs&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=o3fJueRycyU&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=u4sn8nodMbQ&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1NliKtK1MsY&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TeAYx9bmgiA&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=L3foI02KnPU&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1IKPnqfRY&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=EoDZ9SlB_QA&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QM7E9JX5uTk&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Xi7pg_AQy2U&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Ta5lZwypKs4&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BM_4_lt9XHA&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=HS5uD3Etw-c&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=-fuSpXXT-NE&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=hZ2ucvt5DdE&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=AWCgNszgPdQ&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=R2rvpLOEwhA&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Xvgtm-J2SEE&list=PLZmelpGfCJ76yMV1sYWgm6ck-M_JuOfgj&index=21


※■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）
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演奏順 学校名 形態 曲名 審査結果 動画

平成２８年度　第５１回　地区予選　審査結果　９月１８日（日）

●第３ブロック　＜小学校②　合奏第一・管楽合奏・重奏部門＞

18_21 鈴鹿市立旭が丘小学校 リコーダー合奏（合奏第１）
「ファイナルファンタジー」から　ザナルカンドにて、メ
インテーマ

優良賞 ●

18_22 高浜市立高取小学校 吹奏楽（管楽合奏） プレリュードとパースィート 優良賞 ●

18_23 西尾市立矢田小学校 金管合奏（管楽合奏） 峠の我が家 優良賞 ●

18_24 名古屋市立春岡小学校 鍵盤ハーモニカ六重奏 小フーガ　ト短調　BWV578 優良賞 ●

18_25 鈴鹿市立旭が丘小学校(A) リコーダー四重奏
「カクテルズ」から　１．ミシシッピー・ミュール　３．
クォーターデッキ

優秀賞 ●

18_26 鈴鹿市立旭が丘小学校(B) リコーダー五重奏 コンチェルト・グロッソ　ＯＰ．３－４ 優良賞 ●

●第４ブロック　＜中学校②　管楽合奏・合奏第二・合奏第一・重奏部門＞

18_27 四日市市立南中学校 吹奏楽（管楽合奏） 歌劇「トスカ」第１幕、第３幕　より 優秀賞 ●

18_28 岡崎市立竜南中学校 管弦楽合奏（合奏第２） 交響曲第５番ニ短調　から　第４楽章 優良賞 ●

18_29 幸田町立南部中学校 弦楽合奏（合奏第１） 「弦楽セレナーデ　ハ長調　作品４８」から　第１楽章 優秀賞 ●

18_30 可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校 管打楽器六重奏 アフリカン・シンフォニー 優良賞 ●

●第５ブロック　＜中学校③　管楽合奏・合奏第二・合奏第一・重奏部門＞

18_31 岡崎市立北中学校 吹奏楽（管楽合奏） ルイ・ブージョワーの賛歌による変奏曲 優秀賞 ●

18_32 刈谷市立朝日中学校 管弦楽合奏（合奏第２）
幻想交響曲　作品14　から　第５楽章　サバトの夜の
夢

優良賞 ●

18_33 岡崎市立福岡中学校 弦楽合奏（合奏第１） 「弦楽セレナーデ　ハ長調　作品４８」から　第１楽章 優良賞 ●

18_34 名古屋市立八幡中学校 ヴァイオリン合奏（合奏第１） 天使と羊飼い 佳良賞 ●

18_35 岡崎市立北中学校 サクソフォーン四重奏 アリオンの琴歌 優良賞 ●

18_36 岡崎市立福岡中学校(A) 弦楽六重奏 「調和の霊感　第２番」から　第２楽章 優良賞 ●

18_37 岡崎市立福岡中学校(B) 弦楽六重奏
２つのヴァイオリンのための協奏曲　ニ短調
BWV1043　から　第１楽章

優秀賞 ●

https://www.youtube.com/watch?v=svo1wIoxa2o&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=945MBNWe0tk&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VVKvAj-zlSw&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UU92T5IvSJA&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=RuRUeotDMBk&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9gk7KSE9C7U&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5VZxzr8Rf7U&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yFTg3VI0jY8&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Aw6oiphmc7s&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-_UxiZbYf2I&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=C4uwYV6e1Ss&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=htXCaKJA6kE&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=srN3AyYXBzU&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=5A51TezyShc&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BjHI7j6PzvM&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=2tGbXGRO7rE&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UnqoWj_51Z0&list=PLZmelpGfCJ74VK3KesHpZ2XI_0BEqTQPr&index=17

