
※■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＞

09_01 名古屋市立宮中学校 女声三部合唱 信じる 優良賞 ●

09_02 名古屋市立笈瀬中学校 女声三部合唱 糸 佳良賞 ●

09_03 名古屋市立桜丘中学校 女声三部合唱 ガラスの瞳 優良賞 ●

09_04 名古屋市立藤森中学校 女声三部合唱 私はなぜ？ 優良賞 ●

09_05 名古屋市立あずま中学校 混声三部合唱 遙かな時の彼方へと 優良賞 ●

09_06 名古屋市立大曽根中学校 女声三部合唱
女声合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」から
４．みやこわすれ

優良賞 ―

09_07 愛知淑徳中学校(A) 女声三重唱
ア・カペラ女声合唱のための「絵の中の季節」から
棗のうた

佳良賞 ●

09_08 愛知淑徳中学校(B) 女声四重唱 おんがく 優良賞 ●

09_10 名古屋市立笈瀬中学校(B) 女声三重唱 雨のち晴レルヤ 佳良賞 ●

09_11 名古屋市立桜丘中学校(A) 女声三重唱 棗のうた 優良賞 ●

09_12 名古屋市立桜丘中学校(B) 女声四重唱 おんがく 優良賞 ●

09_13 名古屋市立藤森中学校(A) 女声四重唱 前へ 優良賞 ●

09_14 名古屋市立藤森中学校(B) 女声四重唱 いっしょに 優良賞 ●

●第２ブロック　＜小学校①　合唱・重唱部門＞

09_15 名古屋市立廿軒家小学校 三部合唱 南向きの窓 優秀賞 ―

09_16 名古屋市立名東小学校 三部合唱 「こころに地図をひらいたら」から　十字路 優秀賞 ●

09_17 稲沢市立稲沢東小学校 三部合唱 樹形図 優良賞 ●

09_18 稲沢市立清水小学校 二部合唱 旅立ちの時 ～ Asian Dream Song ～ 佳良賞 ●

09_19 名古屋市立陽明小学校 二部合唱 シーラカンスをとりにいこう 佳良賞 ●

09_20 名古屋市立廿軒家小学校 三重唱 サッカーによせて 優良賞 ―

09_21 名古屋市立名東小学校(A) 三重唱
少年少女のための合唱曲集「ものがたりのキセキ」
から　僕らのみらいがまっているから

優良賞 ●

09_22 名古屋市立名東小学校(B) 三重唱
少年少女のための合唱組曲「きっと ほんとはみん
な」から　丘の上の菜の花

優良賞 ●

09_23 稲沢市立稲沢東小学校(A) 三重唱 いちごのかぞえうた 優良賞 ●

09_24 稲沢市立稲沢東小学校(B) 三重唱 ずいずいずっころばし 優秀賞 ●

平成２９年度　第５２回　地区予選　審査結果　９月９日（土）

https://www.youtube.com/watch?v=dSJrgnzUq50&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=W4PpF041ZBQ&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R_dlnN87qvw&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DFom6KLQwcA&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ktoklCJsMec&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=imq2PuCgHds&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7XjPbMZuzQs&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=TBXfXTSxATE&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=9KOGK79TsCM&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KqZsF7ba_5s&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UcB77RQbuxM&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jeM8ILx_SMI&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=wJ0JVY2bSOc&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=jl0_LK-_FLw&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=7MSK2N81jc8&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=6rdNzdZmOTk&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=F5jgOSsGbNw&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ZQz3NTM8AAg&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Rj1K_NWPq-g&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Rva4wKjBd34&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=21
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●第３ブロック　＜小学校②　合唱・重唱部門＞

09_25 名古屋市立富士見台小学校 二部合唱 シーラカンスをとりにいこう 優秀賞 ●

09_26 名古屋市立吉根小学校 三部合唱
同声合唱とピアノのための「のはらうた」から　まいご
のひかり

優良賞 ●

09_27 日進市立西小学校 二部合唱 未来へ 優良賞 ●

09_28 岡崎市立大門小学校 三部合唱 少年少女のための合唱曲集から　地球のてっぺん 優良賞 ●

09_29 岡崎市立梅園小学校 三部合唱
同声合唱とピアノのための「のはらうた」から　まいご
のひかり

優秀賞 ●

●第４ブロック　＜中学校②　合唱・重唱部門＞

09_30 白川町立佐見中学校 混声四部合唱 混声合唱組曲「方舟」から　方舟 優良賞 ●

09_31 岡崎市立新香山中学校 混声四部合唱 混声合唱曲集「葡萄の樹」から　葡萄の樹 優良賞 ●

09_32 西尾市立平坂中学校 混声三部合唱 証 佳良賞 ●

09_33 岡崎市立竜海中学校 女声四部合唱
女声合唱のための「聖母への祈り」から　Ａｖｅ
Regina　coelorum

優秀賞 ●

09_34 岡崎市立矢作中学校 女声三部合唱 女声合唱のための組曲「子猫物語」から　子ども 優良賞 ●

09_35 碧南市立新川中学校 女声三部合唱 海の不思議 優良賞 ●

09_36 安城市立安城南中学校 女声三部合唱 女声合唱のための組曲「子猫物語」から　子ども 優良賞 ●

09_37 岡崎市立新香山中学校 女声四重唱 世界の再生 優良賞 ●

09_38 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～ 佳良賞 ●

09_39 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 佳良賞 ●

09_40 岡崎市立竜海中学校(A) 女声四重唱 めばえ 優良賞 ●

09_41 岡崎市立竜海中学校(B) 女声四重唱 鷗 優秀賞 ●

09_42 岡崎市立矢作中学校(A) 女声四重唱 おんがく 優良賞 ●

09_43 岡崎市立矢作中学校(B) 女声四重唱 めばえ 優秀賞 ●

https://www.youtube.com/watch?v=BKV0F-Sv7cU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=o_8znOMOzFw&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=js08EEvBygk&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=iQ_36kK-y6U&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=gTEMRmTWiD4&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=qKy9LIIgLWQ&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=otQ1N1hMXsE&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=9J1lijCu3b0&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vjI-xc4-Zzw&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=pNLOwajZP2Y&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=ng6EegZjNcc&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=9tEf47XCOaY&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=6eoykuKbeuQ&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=_74_0aKFSVU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=GVAPD0Fdopk&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=BsZ4EI9lqlU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=f-Hou9r3IG0&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=GtK9s4TS-pM&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=-E3N7IDJ25o&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=42
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●第５ブロック　＜中学校③　合唱・重唱部門＞

09_44 名古屋市立志賀中学校 混声四部合唱 混声合唱組曲「方舟」から　方舟 優秀賞 ●

09_45 名古屋市立牧の池中学校 混声四部合唱
国来、国来よ　～出雲国引き伝説による混声合唱の
ために～

優秀賞 ●

09_46 名古屋市立守山西中学校 女声三部合唱 鷗 優良賞 ●

09_47 名古屋市立香流中学校 女声三部合唱 支えられて 優良賞 ●

09_48 名古屋市立猪高中学校 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 ●

09_49 岡崎市立常磐中学校(A) 女声四重唱 「絵の中の季節」から　Ⅱ．棗のうた 優良賞 ●

09_50 岡崎市立常磐中学校(B) 女声四重唱 おんがく 優良賞 ●

09_51 名古屋市立志賀中学校(A) 女声三重唱
無伴奏同声合唱組曲「グリンピースのうた」から　た
べたくないな

優秀賞 ●

09_52 名古屋市立志賀中学校(B) 混声四重唱
混声合唱曲集「旅のかなたに」から　しあわせよ カタ
ツムリにのって

優良賞 ●

09_53 名古屋市立牧の池中学校(A) 女声四重唱
無伴奏女声・児童合唱組曲尾張・三河のわらべうた
〈その二〉から　そうだ村の村長さん

優良賞 ●

09_54 名古屋市立牧の池中学校(B) 混声四重唱 ＧＯＤ　ＢＥ　ＩＮ　ＭＹ　ＨＥＡＤ 佳良賞 ●

09_55 名古屋市立守山西中学校(A) 女声四重唱 今、ここに 優良賞 ●

09_56 名古屋市立守山西中学校(B) 女声四重唱 おんがく 優良賞 ●

09_57 名古屋市立香流中学校(A) 女声四重唱 鷗 優良賞 ●

09_58 名古屋市立香流中学校(B) 女声四重唱 夕日～とおい野 優良賞 ●

https://www.youtube.com/watch?v=iKqbk-WRKFU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=zFEY8qDHEK8&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=wR1J9Xe0ib8&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=f5-83JCK57Y&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=TmwFFKHBfwQ&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=OwQKi-lcUgU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=hDbblQAjBPk&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=7lmuXd3QJ-Q&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=eWEsrkUckYc&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=z-krTrExalo&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=wT663_EtA4Y&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=8MdwLq694H8&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=zd7OuQevHVU&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=heSjKvGlMp8&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=ULGbr6SXwCs&list=PLZmelpGfCJ74rQzvowqbE8NHNIiyucQ9q&index=58

