
学校名 形態 曲名 審査結果

＜中学校　重唱部門＞

安城市立篠目中学校 女声四重唱 おんがく 優良賞

岡崎市立城北中学校 女声四重唱 鷗 佳良賞

岡崎市立常磐中学校 女声四重唱 鷗 優良賞

岡崎市立矢作中学校Ａ 女声四重唱 にじ色の魚 佳良賞

岡崎市立矢作中学校Ｂ 女声四重唱 鷗 佳良賞

岡崎市立矢作北中学校Ａ 女声四重唱 田の草取り唄 優良賞

岡崎市立矢作北中学校Ｂ 女声四重唱 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」から　３．なみだ 優良賞

岡崎市立竜海中学校Ａ 女声四重唱 いっしょに 優良賞

岡崎市立竜海中学校Ｂ 女声四重唱 おんがく 優良賞

春日井市立高蔵寺中学校Ａ 女声四重唱
無伴奏女声（同声）合唱のための７つの子ども歌から
一番はじめは

優良賞

春日井市立高蔵寺中学校Ｂ 女声三重唱
無伴奏女声（同声）合唱のための７つの子ども歌から
てぃんさぐぬ花

優良賞

砺波市立出町中学校 女声三重唱 神様の鍛冶屋、エジェテム・ベジェテム 優秀賞

名古屋市立あずま中学校Ａ 混声四重唱 いざたて戦人よ 佳良賞

名古屋市立あずま中学校Ｂ 混声三重唱 森の狩人アレン 優良賞

名古屋市立猪高中学校Ａ 女声三重唱 さびしいカシの木 優秀賞

名古屋市立猪高中学校Ｂ 女声三重唱 棗のうた 優良賞

名古屋市立笈瀬中学校Ａ 混声三重唱 夕やけこやけ 優良賞

名古屋市立笈瀬中学校Ｂ 女声三重唱 いっしょに 佳良賞

名古屋市立扇台中学校 女声四重唱 めばえ 優秀賞

名古屋市立香流中学校 女声三重唱 夢みたものは・・・・・・ 佳良賞

名古屋市立港明中学校Ａ 混声四重唱 夢みたものは・・・・・・ 優良賞

名古屋市立港明中学校Ｂ 混声四重唱 いざたて戦人よ 優秀賞

名古屋市立志賀中学校Ａ 混声四重唱
さくらももこの詩による無伴奏混声合唱曲集「ぜんぶ
ここに」から　ぜんぶ

優良賞

名古屋市立志賀中学校Ｂ 女声四重唱
天使と羊飼い
作曲　ゾルターン・コダーイ

優秀賞

名古屋市立志段味中学校Ａ 女声四重唱 ぜんぶ 優良賞
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名古屋市立志段味中学校Ｂ 女声四重唱 めばえ 優良賞

名古屋市立振甫中学校 女声三重唱 ロマンチストの豚 優秀賞

名古屋市立滝ノ水中学校Ａ 女声四重唱 紀州の殿さん 優良賞

名古屋市立滝ノ水中学校Ｂ 混声四重唱 鷗 優良賞

名古屋市立豊国中学校 女声四重唱
同声（女声）合唱のための「紀の国のこどもうた１」か
ら　紀州の殿さん

優秀賞

名古屋市立長良中学校 女声四重唱 何億もの昼と何億もの夜を越えて 優良賞

名古屋市立萩山中学校Ａ 女声四重唱
合唱のためのたのしいエチュード２　から　メダカ、
合唱のためのたのしいエチュード７　から　どうぶつ

優良賞

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

優良賞

名古屋市立八王子中学校Ａ 女声四重唱 おんがく 優良賞

名古屋市立八王子中学校Ｂ 女声三重唱 棗のうた 優良賞

名古屋市立豊正中学校 女声四重唱
木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション女声合唱の
ための　から　おんがく

優良賞

名古屋市立御田中学校Ａ 混声四重唱
混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

佳良賞

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　鷗 優良賞

名古屋市立守山西中学校Ａ 女声四重唱
女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラスコレ
クション」から　おんがく

優良賞

名古屋市立守山西中学校Ｂ 女声四重唱 木下牧子女声合唱曲選［アカペラ篇］から　鷗 優良賞

半田市立成岩中学校 女声三重唱 さびしいカシの木 優良賞

東浦町立東浦中学校Ａ 女声四重唱 めばえ 優秀賞

東浦町立東浦中学校Ｂ 女声四重唱 竹田の子守唄 優良賞

福井市明道中学校Ａ 女声三重唱
無伴奏同声（女声）合唱組曲「グリンピースのうた／
ふくろうめがね」から　ある日くまは

優良賞

福井市明道中学校Ｂ 女声四重唱 初恋 優秀賞

＜中学校　合唱部門＞

阿久比町立阿久比中学校 女声三部合唱 Ｔｈｅ　Ｒｏｓｅ 優良賞

安城市立安城南中学校 女声三部合唱
いった あんま まーかいが －南の島に伝わる三つの
わらべうた－

優秀賞

安城市立桜井中学校 女声三部合唱
無伴奏童声合唱のための「かんかんかくれんぼ」か
ら　１．かんかんかくれんぼ

優良賞

安城市立篠目中学校 女声三部合唱 女声合唱曲集「うたをうたうとき」から　春 優良賞

伊勢市立厚生中学校 混声三部合唱 情熱大陸 佳良賞
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一宮市立浅井中学校 女声四部合唱 何億もの昼と何億もの夜を越えて 優良賞

一宮市立葉栗中学校 女声三部合唱 いつまでも 優良賞

一宮市立大和中学校 女声三部合唱
アポリネールの詩による四つの無伴奏小品集「白鳥」
から　２．贈物

佳良賞

岡崎市立城北中学校 女声三部合唱 手紙　～拝啓　十五の君へ～ 佳良賞

岡崎市立六ッ美北中学校 女声四部合唱
無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」から　３．なみだ
５．涙

優秀賞

岡崎市立矢作中学校 女声三部合唱 女声合唱曲集「妖精の市場」から　妖精の市場 優良賞

岡崎市立矢作北中学校 女声三部合唱 虹の輪の花 優良賞

岡崎市立竜海中学校 女声四部合唱 虹の輪の花 優良賞

岐阜大学教育学部附属小中学校 女声三部合唱 鷗 優良賞

白川町立佐見中学校 混声三部合唱
混声三部合唱とピアノのための青いフォークロア　か
ら　夏の宵、輪まわし

優良賞

東海市立加木屋中学校 女声三部合唱 にじ色の魚 佳良賞

砺波市立出町中学校 女声三部合唱 天使と羊飼い 優秀賞

名古屋市立あずま中学校 混声四部合唱 一番はじめは 優良賞

名古屋市立猪高中学校 女声三部合唱 ガラスの瞳 優秀賞

名古屋市立笈瀬中学校 混声三部合唱 愛唄 優良賞

名古屋市立扇台中学校 女声三部合唱 いのちの歌 優秀賞

名古屋市立大曽根中学校 女声三部合唱 たましいのスケジュール 優良賞

名古屋市立菊井中学校 女声三部合唱 いつまでも 佳良賞

名古屋市立港明中学校 混声三部合唱 足跡 優良賞

名古屋市立桜丘中学校 女声三部合唱 糸 優良賞

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ドゥーニィのヴァイオリン
弾き　から　ドゥーニィのヴァイオリン弾き

優秀賞

名古屋市立志段味中学校 女声三部合唱
女声（同声）合唱とピアノのための「その木々は緑」か
ら　その木々は緑

優秀賞

名古屋市立昭和橋中学校
同声(女声)
二部合唱

寺山修司の詩による６つのうた「思い出すために」か
ら　２．てがみ　１．かなしみ

優良賞

名古屋市立振甫中学校 女声三部合唱 にじのうた 優秀賞

名古屋市立高針台中学校 女声四部合唱 Ｕｂｉ　Ｃａｒｉｔａｓ 優秀賞

名古屋市立滝ノ水中学校 女声三部合唱 羊 優秀賞
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名古屋市立豊国中学校 女声四部合唱 無伴奏女声合唱のための　桜の院 優秀賞

名古屋市立長良中学校 混声三部合唱 リフレイン 佳良賞

名古屋市立名塚中学校 女声三部合唱 ずいずいずっころばし 優良賞

名古屋市立萩山中学校 女声二部合唱 群青 優秀賞

名古屋市立八王子中学校 女声三部合唱 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」から　雨のあと 優秀賞

名古屋市立藤森中学校 女声三部合唱 虹の輪の花 優良賞

名古屋市立豊正中学校 女声三部合唱 いつも何度でも 優良賞

名古屋市立前津中学校 女声三部合唱 パート・オブ・ユア・ワールド 佳良賞

名古屋市立御田中学校 女声四部合唱 前へ 優良賞

名古屋市立宮中学校Ａ 女声三部合唱 めばえ 優良賞

名古屋市立宮中学校Ｂ 女声三部合唱 棗のうた 優良賞

名古屋市立守山西中学校 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

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フモレスケ「雪の蝶」から
１．夢

優良賞

西尾市立鶴城中学校 女声四部合唱 女声合唱のための組曲「あいたくて」から　蟻の夏 佳良賞

半田市立成岩中学校 混声三部合唱 空は今 佳良賞

飛騨市立古川中学校 女声三部合唱 サッカーによせて 優良賞

福井市明道中学校 女声三部合唱 女声合唱曲集「妖精の市場」から　銀の色 優秀賞

美浜町立野間中学校 混声三部合唱 組曲「地平線のかなたへ」から　春に 佳良賞

※表示順は学校名の五十音順です。演奏順ではありません。


