
2020年7月30日 現在

名古屋市立 桜小学校(A) 岡崎市立 常磐中学校 一宮市立 大和中学校

名古屋市立 桜小学校(B) 名古屋市立 扇台中学校(A) 名古屋市立 長良中学校

刈谷市立 亀城小学校 名古屋市立 扇台中学校(B) 岡崎市立 矢作中学校

岡崎市立 梅園小学校(A) 名古屋市立 長良中学校 名古屋市立 豊国中学校

岡崎市立 梅園小学校(B) 岡崎市立 矢作中学校(A) 岡崎市立 六ッ美北中学校

日進市立 西小学校(A) 岡崎市立 矢作中学校(B) 一宮市立 木曽川中学校

日進市立 西小学校(B) 名古屋市立 豊国中学校 名古屋市立 前津中学校

名古屋市立 東丘小学校 名古屋市立 守山西中学校(A) 名古屋市立 桜丘中学校

名古屋市立 守山西中学校(B) 名古屋市立 守山西中学校

岡崎市立 三島小学校 名古屋市立 港明中学校(A) 名古屋市立 港明中学校

岡崎市立 岡崎小学校 名古屋市立 港明中学校(B) 一宮市立 葉栗中学校

岡崎市立 根石小学校 名古屋市立 御田中学校(A) 名古屋市立 御田中学校

岡崎市立 竜美丘小学校 名古屋市立 御田中学校(B) 岐阜大学教育学部附属小中学校

名古屋市立 桜小学校 名古屋市立 宮中学校 名古屋市立 宮中学校

豊田市立 御作小学校 名古屋市立 猪高中学校(A) 名古屋市立 菊井中学校

岡崎市立 竜谷小学校 名古屋市立 猪高中学校(B) 名古屋市立 猪高中学校

名古屋市立 汐路小学校(A) 名古屋市立 笈瀬中学校(A) 名古屋市立 笈瀬中学校

名古屋市立 汐路小学校(B) 名古屋市立 笈瀬中学校(B) 名古屋市立 冨士中学校

岡崎市立 山中小学校 岡崎市立 竜海中学校(A) 岡崎市立 竜海中学校

刈谷市立 亀城小学校 岡崎市立 竜海中学校(B) 安城市立 桜井中学校

豊田市立 加納小学校 名古屋市立 豊正中学校 名古屋市立 豊正中学校

岡崎市立 六名小学校 岡崎市立 城北中学校 岡崎市立 城北中学校

岡崎市立 六ッ美中部小学校 岡崎市立 矢作北中学校(A) 名古屋市立 藤森中学校

みよし市立 黒笹小学校 岡崎市立 矢作北中学校(B) 名古屋市立 大曽根中学校

岡崎市立 矢作東小学校 安城市立 篠目中学校 岡崎市立 矢作北中学校

日進市立 西小学校 名古屋市立 萩山中学校(A) 安城市立 篠目中学校

碧南市立 中央小学校 名古屋市立 萩山中学校(B) 一宮市立 浅井中学校

名古屋市立 東丘小学校 名古屋市立 志段味中学校(A) 飛騨市立 古川中学校

名古屋市立 志段味中学校(B) 名古屋市立 萩山中学校

名古屋市立 あずま中学校(A) 西尾市立 鶴城中学校

名古屋市立 あずま中学校(B) 名古屋市立 志段味中学校

春日井市立 高蔵寺中学校(A) 名古屋市立 あずま中学校

春日井市立 高蔵寺中学校(B) 名古屋市立 名塚中学校

砺波市立 出町中学校 東海市立 加木屋中学校

名古屋市立 振甫中学校 名古屋市立 守山東中学校

名古屋市立 八王子中学校(A) 阿久比町立 阿久比中学校

名古屋市立 八王子中学校(B) 砺波市立 出町中学校

名古屋市立 滝ノ水中学校(A) 春日井市立 西部中学校

名古屋市立 滝ノ水中学校(B) 名古屋市立 高針台中学校

半田市立 成岩中学校 名古屋市立 振甫中学校

東浦町立 東浦中学校(A) 名古屋市立 八王子中学校

東浦町立 東浦中学校(B) 名古屋市立 滝ノ水中学校

名古屋市立 香流中学校 半田市立 成岩中学校

福井市 明道中学校(A) 東浦町立 東浦中学校

福井市 明道中学校(B) 伊勢市立 厚生中学校(A)

名古屋市立 志賀中学校(A) 伊勢市立 厚生中学校(B)

名古屋市立 志賀中学校(B) 名古屋市立 昭和橋中学校

福井市 明道中学校

白川町立 佐見中学校 名古屋市立 志賀中学校

名古屋市立 扇台中学校 美浜町立 野間中学校

安城市立 安城南中学校 ※一覧は順不同

小学校・合唱部門

中学校・合唱部門

令和２年度　ＣＢＣこども音楽コンクール
　参加校一覧

声楽部門

小学校・重唱部門 中学校・重唱部門 中学校・合唱部門



2020年7月30日 現在

令和２年度　ＣＢＣこども音楽コンクール
　参加校一覧

鈴鹿市立 桜島小学校(A) 豊橋市立 牟呂中学校 豊橋市立 牟呂中学校

鈴鹿市立 桜島小学校(B) 西尾市立 平坂中学校(A) 大野町立 揖東中学校

西尾市立 平坂中学校(B) 岡崎市立 竜南中学校

稲沢市立 祖父江中学校(A) 刈谷市立 朝日中学校

鈴鹿市立 桜島小学校 稲沢市立 祖父江中学校(B) 刈谷市立 依佐美中学校

刈谷市立 依佐美中学校 名古屋市立 円上中学校

鈴鹿市立 神戸小学校 岡崎市立 六ッ美北中学校

刈谷市立 平成小学校 四日市市立 南中学校 津市立 朝陽中学校

岡崎市立 新香山中学校 名張市立 桔梗が丘中学校

岡崎市立 竜海中学校(A)

岡崎市立 竜海中学校(B) 西尾市立 平坂中学校

八百津町立 八百津中学校 四日市市立 港中学校

飛騨市立 古川中学校

岡崎市立 城北中学校 四日市市立 内部中学校

蒲郡市立 大塚中学校 刈谷市立 刈谷南中学校

岡崎市立 福岡中学校 四日市市立 南中学校

四日市市立 三滝中学校 阿久比町立 阿久比中学校

名古屋市立 汐路中学校 一宮市立 大和中学校(A)

豊橋市立 羽田中学校 一宮市立 大和中学校(B)

幸田町立 南部中学校 岡崎市立 新香山中学校

名古屋市立 植田中学校

川越町立 川越中学校

岡崎市立 竜海中学校

名古屋市立 汐路中学校

安城市立 篠目中学校

桑名市立 陽和中学校

四日市市立 楠中学校

刈谷市立 刈谷東中学校

※一覧は順不同

中学校・合奏第一部門

小学校・重奏部門 中学校・重奏部門 中学校・合奏第二部門

器楽部門

小学校・合奏第一部門
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校

小学校・管楽合奏部門

中学校・管楽合奏部門

可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校

【演奏動画・楽譜の締切】

《器楽》令和２年９月４日(金) 必着 《声楽》令和２年９月７日(月) 必着

【変更・出場取消について】
※出場を取り消される場合は、速やかにご連絡下さい。連絡なしに欠場された場合は、次年度からの
出場をご遠慮していただくこともあります。

※出場取消は、表彰状の準備の都合上、９月１０日（木）までにご連絡下さい。
曲目変更は、変更箇所がわかるように書面にてＦＡＸまたはＥメールで事務局にお送り下さい。

【問い合わせ先】
ＣＢＣこども音楽コンクール事務局
〒４６０－８４０５ 名古屋市中区新栄１－２－８
ＴＥＬ：０５２－２４１－８１１１（代表）（受付時間：月～金 午前10時～午後6時/祝日除く）
ＦＡＸ：０５２－２５９－１３５５


