
※■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　重唱・合唱部門＞

22_01 名古屋市立御田中学校(A) 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　いっしょに

優良賞 ●

22_02 名古屋市立御田中学校(B) 女声四重唱
木下牧子女声合唱曲選［アカペラ篇］から　夢みたも
のは・・・・・・（改訂版）

優秀賞 ●

22_03 名古屋市立志賀中学校(A) 混声四重唱
混声合唱とピアノのための「この星の上で」から　は
る

優良賞 ●

22_04 名古屋市立志賀中学校(B) 女声四重唱 「Missa in A」から　Sanctus-Benedictus 優秀賞 ●

22_05 名古屋市立大曽根中学校 女声四重唱 つながり 佳良賞 ●

22_06 春日井市立南城中学校 女声三部合唱 女声合唱アルバム「みえない手紙」から　あいたくて 優良賞 ●

22_07 名古屋市立萩山中学校 女声三部合唱
アンソロジーⅠ －女声合唱とピアノのための－　～
序・泣いているきみ～

優秀賞 ●

22_08 名古屋市立久方中学校 女声三部合唱 どこかに　～ Somewhere　or　Other ～ 優良賞 ●

22_09 白川町立佐見中学校 混声四部合唱 ギタンジャリ～歌のささげもの　から　昼も夜も 優良賞 ●

22_10 名古屋市立御田中学校 女声三部合唱
アンソロジーⅠ －女声合唱とピアノのための－　～
序・泣いているきみ～

優秀賞 ●

22_11 名古屋市立志賀中学校 混声四部合唱
混声合唱とピアノのための四つの日本民謡「北へ」か
ら　俵積み唄

優秀賞 ●

●第２ブロック　＜小学校　合唱・重唱部門＞

22_12 名古屋市立桜小学校 三部合唱 ＩＮ　ＴＥＲＲＡ　ＰＡＸ 優良賞 ●

22_13 名古屋市立鳴海東部小学校 三部合唱 開け！あしたの扉を 優秀賞 ●

22_14 蒲郡市立中央小学校 三部合唱 くしゃみザウルス 優秀賞 ●

22_15 岡崎市立井田小学校 三部合唱 マホウツカイの日々 優秀賞 ●

22_16 岡崎市立六名小学校 三部合唱 小さなルネサンス 優良賞 ●

22_17 名古屋市立廿軒家小学校 三部合唱 シーラカンスをとりにいこう 優良賞 ―

22_18 名古屋市立桜小学校(A) 三重唱 Ａ　ＷＨＯＬＥ　ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ 優良賞 ●

22_19 名古屋市立桜小学校(B) 三重唱 ＷＨＡＴ　Ｉ　ＤＩＤ　ＦＯＲ　ＬＯＶＥ 優秀賞 ●

22_20 名古屋市立鳴海東部小学校(A) 三重唱 おくりもの 優良賞 ●

22_21 名古屋市立鳴海東部小学校(B) 三重唱 流れ星のメッセージ 優秀賞 ―

22_22 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 ●

22_23 蒲郡市立中央小学校(B) 三重唱
東北地方のわらべうたによる「九つの無伴奏女声合
唱曲」から　ほたるこい

優秀賞 ●
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https://www.youtube.com/watch?v=zs-s1HRiS4E&index=1&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=JRELSfOHtqQ&index=2&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=_ultGeaTvo0&index=3&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=gGW0fvJ59H8&index=4&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=S1j4wXzM4xo&index=5&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=tzLa3wGR7Us&index=6&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=ZyFW9eepgsk&index=7&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=lr_f-iMW64c&index=8&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=0A3knVhz9So&index=9&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=HjJvo8FiVX0&index=10&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=bMjYO8oltN8&index=11&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=xTvPfsF6-6U&index=12&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=L-sQb0Z-gNk&index=13&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=q5gAsfgCIyo&index=14&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=zEL5It1c8ss&index=15&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1mps7oPiWg&index=16&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=LHbvcqo8YFE&index=17&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=gKl3zLTwaMY&index=18&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=pMSXkzBDe5E&index=19&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=wzXGrhSy0Cs&index=20&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=sC_M6FyusJY&index=21&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
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●第３ブロック　＜小学校　管楽合奏・合奏第一・重奏部門＞

22_24 岡崎市立矢作南小学校
金管合奏

（管楽合奏）
ＳＩＮＧ　ＳＩＮＧ　ＳＩＮＧ 優良賞 ●

22_25 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 ●

22_26 鈴鹿市立旭が丘小学校
リコーダー合奏

（合奏第１）
ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ　～おくりびと～ 優秀賞 ●

22_27 羽島市立正木小学校(A)
リコーダー合奏

（合奏第１）
少年時代　～ パッヘルベルのカノン風 優良賞 ―

22_28 羽島市立正木小学校(B)
リコーダー合奏

（合奏第１）
ホール・ニュー・ワールド 優良賞 ●

22_29 鈴鹿市立旭が丘小学校(A) リコーダー三重奏
Waltz　from　The　Sleeping　Beauty　「眠れぬ森の美
女」から　ワルツ

優秀賞 ●

22_30 鈴鹿市立旭が丘小学校(B) リコーダー五重奏 ラテンアメリカ組曲　から　ＦＩＥＳＴＡ 優良賞 ●

●第４ブロック　＜中学校　合奏第二・合奏第一・重奏・管楽合奏部門＞

22_31 刈谷市立朝日中学校
管弦楽合奏
（合奏第２）

「ロシアの復活祭」序曲　作品36 優秀賞 ●

22_32 名古屋市立円上中学校
管弦楽合奏
（合奏第２）

こうもり　序曲 佳良賞 ―

22_33 大野町立揖東中学校
管弦楽合奏
（合奏第２）

ジョシュ・グローバン・メドレー[Josh Groban Gold］ 優良賞 ●

22_34 幸田町立南部中学校
弦楽合奏

（合奏第１）
セントポール組曲　から　第１楽章、第４楽章 優秀賞 ●

22_35
可児市・御嵩町中学校組合立

共和中学校(A)
金管三重奏 ひまわりの大地　ロシア民謡メドレー 佳良賞 ●

22_36
可児市・御嵩町中学校組合立

共和中学校(B)
管打楽器
五重奏 軍隊行進曲 佳良賞 ●

22_37 四日市市立朝明中学校
吹奏楽

（管楽合奏）
りょうじんひしょう

梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～ 優秀賞 ●

22_38 愛知淑徳中学校
吹奏楽

（管楽合奏）
歌劇「道化師」より 優良賞 ―

https://www.youtube.com/watch?v=eUK5Oc9XfrM&index=22&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=b5RP4bFd7kA&index=23&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=GoZayq0H5K8&index=24&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=zxgFcsCPqzU&index=26&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=PEGjgQ2hhGc&index=27&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=xXftcTPJ7vg&index=28&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=49CIx8vPf-w&index=29&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=FDn8TPTzC9g&index=31&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=WxF113mLIkw&index=32&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=Tnvch9G7BlU&index=33&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=8ZBUWcfsQHI&index=34&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY
https://www.youtube.com/watch?v=7w8z-7_8aEQ&index=35&list=PLZmelpGfCJ77T8J4JV2rqxVwHVoM2U9PY

