
部門 No. 選出母体 団体名
1 北海道 北海道合唱団
2 北海道 函館トロイカ合唱団
3 北海道 岩見沢合唱団こぶし
4 宮城県 仙台合唱団
5 山形県 山形センター合唱団
6 埼玉県 埼玉東部合唱団レインボー
7 埼玉県 合唱団ききゅう
8 埼玉県 埼玉合唱団
9 千葉県 千葉合唱団

10 千葉県 東葛合唱団はるかぜ
11 神奈川県 神奈川合唱団
12 東京都 合唱団この灯
13 東京都 絹の道合唱団
14 東京都 中央合唱団
15 東京都 三多摩青年合唱団
16 東京都 合唱団白樺
17 東京都 調布狛江合唱団
18 長野県 コール・ファニー
19 静岡県 浜松センター合唱団
20 愛知県 合唱団みどり
21 愛知県 名古屋青年合唱団うたの学校昼のコース・アガトス16期
22 愛知県 名古屋青年合唱団
23 岐阜県 中津川年金者合唱団満天星
24 福井県 「悪魔の飽食」福井合唱団
25 滋賀県 合唱団びわこの風
26 京都府 立命館大学「若者」ＯＢ合唱団
27 京都府 退教互「たんごシワクチャーズ」
28 京都府 同志社むぎ・成安ふきのとうＯＢ合唱団
29 京都府 京都ひまわり合唱団
30 京都府 洛北青年合唱団
31 京都府 いのちのうた合唱団
32 大阪府 関西合唱団
33 大阪府 コール大東
34 大阪府 しあわせいっぱいコンサート合唱団
35 大阪府 男声合唱団昴
36 奈良県 奈良蟻の会合唱団
37 兵庫県 西宮さくらんぼ合唱団
38 広島県 広島合唱団
39 高知県 高知センター合唱団
40 福岡県 北九州青い空合唱団
41 鹿児島県 ハーモニーさつま
42 青年 つくってうたう青年合唱団「輪来」

一般の部B



1 北海道 新婦人小組コーラス とも笑＆ぐみの実
2 北海道 新婦人コーラス　コモド
3 埼玉県 女声アンサンブル　ラーク
4 千葉県 スカーレッツ
5 東京都 国分寺しあわせ合唱団ママバージョン
6 東京都 アンサンブルコローレ
7 東京都 あじさいコーラス
8 東京都 東京紫金草合唱団女声
9 長野県 長野合唱団赤い鳥

10 長野県 コーラス桐の葉
11 長野県 peacock
12 愛知県 土古コーラスゆりかご
13 愛知県 ハミングバード
14 愛知県 女声アンサンブル アミーケ
15 石川県 アユエラン
16 石川県 コール　フォンス
17 京都府 合唱団パレット
18 京都府 花音コーラス
19 京都府 合唱団いきしあ
20 京都府 ラピスラズリ
21 京都府 ＭＣＴ　１３
22 大阪府 レガーテ
23 大阪府 新婦人中央支部うたごえサークル　ルンルン
24 大阪府 交野うたう会
25 大阪府 うたごえサークルブーケ
26 奈良県 コール・メープル
27 奈良県 生駒コーラス樫
28 兵庫県 女声コーラスこぶし
29 兵庫県 女声コーラス　ゆずり葉
30 九州 女声合唱団パッソアパッソ
31 福岡県 女声合唱団ビオレッティ
32 長崎県 新婦人コーラス花の輪

女性の部



1 北海道 苫小牧うたごえサークルわたぼうし
2 北海道 北の国から合唱団
3 北海道 アウニ　シンガーズ
4 青森県 青森センター合唱団
5 岩手県 しんすけったーず
6 宮城県 福原やす子
7 宮城県 仙台合唱団若星Ｚ☆
8 宮城県 コンブリオ
9 山形県 白鷹うたう会

10 千葉県 草村美和
11 神奈川県 Cross Voice
12 東京都 港新婦人コスモスコーラス
13 東京都 宇宙人
14 東京都 大熊家with平和な空をまもり隊
15 長野県 うたごえサークルやまなみ
16 静岡県 全日本年金者組合静岡支部
17 愛知県 とどけ！アリランのうたプロジェクト
18 愛知県 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団
19 愛知県 はじめの一歩
20 愛知県 愛知のうたごえ有志
21 愛知県 みなと医療生協　うたやーせ
22 愛知県 緑高校PTAコーラス
23 石川県 小春日和
24 福井県 KIYOMI合唱団未来をかけて
25 福井県 ふたば
26 滋賀県 らくがく
27 京都府 ヤネコシンガーズ
28 京都府 バイオ亭長浜
29 京都府 京都いろり合唱団
30 京都府 伊佐昭代
31 大阪府 シニョーレ
32 大阪府 ミルキーM2
33 大阪府 ギッチョ・ジムーチョ、鬼ヤンと仲間たち
34 大阪府 榊原昭裕～　旅するさかちゃん
35 奈良県 オーシャンズ
36 岡山県 ノンシュガー
37 岡山県 ノンアルコール
38 岡山県 リカルボン
39 広島県 どすこい
40 九州 アンサンブル　ローズ
41 長崎県 長崎センター合唱団
42 国鉄 佐々木伸介
43 保育 あいち保育のうたごえの仲間たち
44 保育 全レク一座
45 教育 合唱団「こだま」
46 教育 親と子のみどりの杜合唱団
47 教育 園田鉄美
48 青年 ひまわり

オリジナルコンサート



1 秋田県 ハモローネＡＧＳ
2 宮城県 どらごえサークル
3 神奈川県 ビナ・ベリー
4 神奈川県 うたごえ・なん
5 東京都 板橋退職教職員の会・歌おう会
6 東京都 JAL原告団合唱団フェニックス
7 東京都 日本シニア合唱団
8 長野県 うたごえサークルざざむし
9 石川県 サークルあやとり

10 石川県 金沢紫金草合唱団
11 滋賀県 もみじ・あざみ合唱クラブ
12 京都府 新婦人嵯峨コーラス
13 京都府 口丹退教子どもを守る歌の会クック
14 京都府 新婦人コーラス小組もりのかぜ
15 京都府 歌う会Ｇ＆Ｂ
16 大阪府 コーラスたんぽぽ
17 奈良県 新婦人コーラス　きんとっと
18 兵庫県 深尾須磨子うたう会コスモス
19 岡山県 やまぼうし
20 九州 長崎センター合唱団
21 佐賀県 「平和の旅へ」合唱団・さが
22 国鉄 国鉄労働者の歌をうたう仲間
23 電通 合唱団あすをひらく風
24 保育 吹田うたごえサークル　スキップ

交流の部１



部門 No. 選出母体 団体名
1 北海道 北斗市民合唱団
2 青森県 青森センター合唱団
3 秋田県 秋田合唱団
4 山形県 北村山レインボー合唱団
5 福島県 うたごえサークルありんこ
6 茨城県 茨城センター合唱団
7 埼玉県 女声アンサンブル Orso nel bosco
8 神奈川県 合唱団たんぽぽ
9 神奈川県 神奈川県立厚木西高等学校合唱部

10 東京都 合唱団ＴＯＳＥＩ
11 新潟県 うたごえサークルたけのこ
12 長野県 男声合唱団「純」
13 静岡県 三島どんぐり合唱団
14 愛知県 合唱団知多
15 愛知県 合唱団西三河
16 愛知県 合唱劇「カネト」をうたう合唱団
17 愛知県 男声合唱団Ein Prosit!
18 岐阜県 ワンダーランド
19 三重県 混声合唱ｋｏｋｋｙ’ｓ
20 福井県 福井センター合唱団
21 福井県 武生センター合唱団
22 京都府 蜂ヶ岡保育園保護者サークル「この指とまれ」　
23 京都府 Dreamers
24 京都府 らくね
25 京都府 EMU Singers
26 京都府 ホタル合唱団
27 京都府 舞鶴くろしお合唱団
28 京都府 『子どもを守る』うたう会“ポッポ”
29 大阪府 関西紫金草合唱団
30 大阪府 うたって！元気！合唱団
31 奈良県 奈良紫金草合唱団
32 岡山県 岡山合唱団
33 広島県 うたごえイフ
34 広島県 合唱団エガンス
35 香川県 新婦人高松支部コーラス小組「えぷろん」
36 九州 大分混声合唱団クールエスポワール
37 福岡県 九州青年合唱団
38 福岡県 合唱団福岡あらぐさ
39 佐賀県 合唱団コールぽけっと
40 宮崎県 うたごえサークルたんぽぽ
41 宮崎県 宮崎センター合唱団
42 鹿児島県 合唱団　風
43 青年 ザ・イスカンダル
44 青年 関西合唱団　青年部　Peace&Amuse

一般の部A



1 北海道 旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」
2 宮城県 Ｄ５１合唱団
3 宮城県 みやぎ紫金草合唱団
4 宮城県 医療のうたごえ合唱団セデス
5 神奈川県 川崎保育のうたごえサークル紫陽花
6 東京都 霞ヶ関男声合唱団
7 東京都 墨田区保育園うたごえサークルどんぐり
8 東京都 いろそら！合唱団
9 東京都 合唱団ちよがみ

10 愛知県 愛知教職員合唱団きぼう
11 京都府 乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド
12 京都府 京都府庁あじさいコーラス
13 京都府 みつばち保育園をつくる会
14 京都府 協立うたう会ピース
15 大阪府 サークルハートランド
16 大阪府 うたごえサークル相川保育園
17 大阪府 ウィングス
18 大阪府 国鉄大阪合唱団号笛
19 奈良県 合唱団明日歌
20 兵庫県 神戸市役所センター合唱団
21 兵庫県 神戸市職員コーラス　ゆいまーる
22 福岡県 新日鉄八幡うたう会
23 長崎県 合唱団「ながせん」
24 国鉄 国鉄のうたごえサークル三楽
25 国鉄 国鉄母さん合唱団つゆ草
26 電通 電通 赤目の森合唱団
27 保育 あいち保育のうたごえの仲間たち
28 保育 東部保育のうたごえ
29 私鉄 私鉄池袋ターミナル合唱団
30 教育 合唱団「こだま」
31 教育 三多摩教職員合唱団
32 自治体 衛都連合唱団
33 自治体 大阪府庁うたごえ合唱団
34 医療 長野県厚生連のうたごえ
35 医療 つなごういのち守る手合唱団マ・モルテ

職場の部



1 北海道 ホームシックス
2 秋田県 ７人の男
3 宮城県 C57
4 福島県 福島教育のうたごえなごみーず
5 埼玉県 トレ・ポルチェリーニ
6 千葉県 シグナルズ
7 神奈川県 サラサとルルジ合唱団
8 東京都 シャノワール
9 長野県 Ｈｕｇ

10 静岡県 うたごえボランティア“そよ風”
11 愛知県 わがかな。
12 石川県 サンショうたい隊
13 福井県 おでん部
14 京都府 ぷかぷか
15 京都府 ＮＡＺＵＫＩ
16 京都府 さざなみクァルテット
17 京都府 女声コーラスグループ Ｍｓ．
18 京都府 ＭＡＴＲＡ
19 京都府 K.T.I.
20 大阪府 おじょーズ
21 大阪府 ヴォーカルアンサンブルＡＶＡＮＴＩ
22 奈良県 古ッ都ンチアバンド
23 兵庫県 えべっサウンズ
24 兵庫県 東播センター合唱団タカサゴヤーズ
25 岡山県 カンガルー
26 広島県 たたら
27 九州 うたごえ小組MIRAI
28 福岡県 男声合唱団“ザ・ウィーヅ”
29 佐賀県 おじさんコーラス神埼
30 国鉄 国鉄広島ナッパーズ
31 保育 大阪保母うたサークル“なのはな”
32 教育 福島の思いつたえ隊
33 自治体 ＫＩＰＬＹＵ
34 医療 代々木病院合唱団バンブー
35 青年 Song－Voice－Duo　美・豚 ’ｓ

小編成の部



1 北海道 合唱団「ペニ・ウン・クル」
2 北海道 アウニ　シンガーズ
3 北海道 合唱団エルデ
4 宮城県 仙台合唱団若星Ｚ☆
5 宮城県 あくまで平和をうたう会・宮城
6 山形県 ぽこ・あ・ぽこ
7 福島県 福島のうたごえ合同
8 埼玉県 年金者組合埼玉県本部合唱団
9 埼玉県 アンサンブルプラーナ

10 埼玉県 コーラスマミンカ
11 千葉県 松戸教職員合唱団てだぬふぁ
12 千葉県 文化集団このゆびとまれ
13 神奈川県 コーラス「ひこう船」
14 東京都 うたで覚えるロシア語講座「ドゥルージバ」
15 長野県 中信合同合唱団
16 長野県 長野ぞうれっしゃ合唱団
17 静岡県 年金者組合女声合唱はな
18 静岡県 初恋物語をうたう合唱団
19 愛知県 緑高校PTAコーラス
20 愛知県 ＯＨ！人生男声合唱団
21 愛知県 名古屋青年合唱団うたの学校１０３期
22 愛知県 豊川親子合唱団たけのこ
23 愛知県 合連ターリンズ
24 岐阜県 多治見うたごえ合唱団
25 岐阜県 女性のうたごえコスモス
26 三重県 四日市ぞうれっしゃ合唱団
27 三重県 合唱団すいすいごんぼ
28 福井県 武生センター合唱団ほやほやおとめ
29 福井県 KIYOMI合唱団未来をかけて
30 京都府 新婦人御室コーラス
31 京都府 QTUBE
32 京都府 いぶき’８３
33 京都府 合唱団ポケット
34 京都府 有吉節子と詩吟を吟ずる会
35 大阪府 いずみの森合唱団
36 大阪府 コーラス３びきのくま
37 大阪府 うたごえサークル　てんてん
38 大阪府 プチミュー合唱団
39 奈良県 ＤＯ・ナラーズ
40 兵庫県 神戸青年合唱団
41 広島県 ＴＦコーラス
42 広島県 ハミングバード
43 国鉄 国鉄近畿OBうたう会
44 保育 奈良保育のうたごえ
45 教育 親と子のみどりの杜合唱団
46 教育 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団
47 医療 医療のうたごえ全国合同合唱団
48 医療 いのちをつなぐ合唱団
49 青年 びぃーさんってなぁに？
50 青年 Blue☆sky

交流の部２


