
２０１４年全国合唱発表会出場団体一覧 2014年10月28日

No.

1 北海道 混声合唱団ポエム 北海道 岩見沢合唱団こぶし 宮城県 みやぎ紫金草合唱団 北海道 新婦人コーラス小組　トトロ

2 北海道 北海道合唱団 秋田県 秋田合唱団 宮城県 Ｄ５１合唱団 北海道 新婦人コーラスこんぷりお

3 北海道 函館トロイカ合唱団 岩手県 滝沢ぞうれっしゃ合唱団 福島県 郡山医療生協うたごえサークルひまわり 北海道 旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」

4 青森県 青森センター合唱団 山形県 女声合唱団「ふうが」 神奈川県 川崎保育のうたごえサークル紫陽花 埼玉県 コーラス横丁・新座

5 宮城県 仙台合唱団 山形県 山形センター合唱団 東京都 東部保母合同 埼玉県 女声アンサンブル　Ｏｒｓｏ　ｎｅｌ　Ｂｏｓｃｏ

6 宮城県 合唱団ふきのとう 茨城県 茨城センター合唱団 東京都 のーりん麦の会 千葉県 スカーレッツ

7 福島県 ふくしまをうたう会 栃木県 宇都宮センター合唱団 東京都 じゃんけんぽん 東京都 あじさいコーラス

8 埼玉県 埼玉合唱団 埼玉県 埼玉東部合唱団レインボー 東京都 むらさき式部 東京都 女声合唱団くらら

9 埼玉県 合唱団ききゅう 神奈川県 神奈川合唱団 東京都 足立保母つくしんぼサークル 東京都 桑の実コーラス

10 千葉県 東葛合唱団はるかぜ 神奈川県 合唱団たんぽぽ 東京都 合唱団ちよがみ 東京都 新婦人中央支部コーラス　エーデルワイス

11 千葉県 千葉合唱団 東京都 中央合唱団 愛知県 トヨタ労働者うたう会 東京都 東村山・東大和新婦人コーラス

12 神奈川県 鳩の森愛の詩職員合唱団 東京都 うたごえサークル青梅麦笛 愛知県 うたやーせ 長野県 コーラス桐の葉

13 東京都 絹の道合唱団 長野県 コール・ファニー 京都府 向日が丘支援学校「ひまわりっこ」 静岡県 浜北合唱団ひろば

14 東京都 ともしび合唱団 長野県 信濃の青い空合唱団 京都府 乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド 愛知県 ハミングバードちくさ

15 東京都 合唱団白樺 静岡県 浜松センター合唱団 京都府 巣立ちＮｏ．１ 石川県 サークルあやとり

16 東京都 南部合唱団 愛知県 西三河青年合唱団 京都府 京都府庁あじさいコーラス 石川県 コール　フォンス

17 東京都 三多摩青年合唱団 愛知県 男声合唱団　Ｅｉｎ　Ｐｒｏｓｉｔ！ 京都府 うたごえサークル大文字 福井県 ウィメンズ・コーラス　ｉｎ　ＦＣ

18 新潟県 合唱団「樹」 愛知県 コール東海 京都府 サークル”ときめき” 京都府 花音コーラス

19 長野県 長野合唱団 福井県 福井センター合唱団 大阪府 うたごえサークル相川保育園 京都府 女声合唱団アンダンテ

20 静岡県 うたう仲間ＴＯＭＯ 福井県 武生センター合唱団 大阪府 堺市役所うたごえサークルら・ら・ら 京都府 らくね

21 愛知県 東三河うたの学校 京都府 洛北青年合唱団 兵庫県 神戸市役所センター合唱団 京都府 合唱団いきしあ

22 愛知県 名古屋青年合唱団 京都府 合唱隊桂 広島県 国鉄広島ナッパーズ 大阪府 おおさかパルコープサークル　レインボーコーラス

23 愛知県 合唱団みどり 京都府 つくってうたう青年合唱団「輪来」 福岡県 新日鉄八幡うたう会 大阪府 レガーテ

24 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〉１１期京都府 京都山科センター合唱団 長崎県 合唱団「ながせん」 大阪府 コーラス・クラージョ

25 福井県 「悪魔の飽食」福井合唱団 京都府 朱雀音楽クラブ 国鉄 国鉄大阪合唱団号笛 奈良県 コール・メープル

26 京都府 合唱団おとくに 大阪府 とよの合唱団 国鉄 国鉄東京合唱団 奈良県 生駒コーラス樫

27 京都府 同志社大学むぎ成安女子短期大学ふきのとうＯＢ合唱団大阪府 吹田おらが町コンサート合唱団 電通 電通西南コーラス 兵庫県 女声コーラスこぶし

28 京都府 京都ひまわり合唱団 大阪府 コール大東 電通 電通浜風合唱団 兵庫県 女声コーラス　ゆずり葉

29 京都府 立命館大学「若者」ＯＢ合唱団 大阪府 しあわせいっぱいコンサート合唱団 保育 あいち保育のうたごえ合同 兵庫県 ソット　ボーチェ

30 大阪府 河南混声合唱団 奈良県 奈良紫金草合唱団 保育 保母うたサークル“なのはな” 福岡県 女声合唱団ビオレッティ

31 大阪府 男声合唱団昴 兵庫県 阪神センター合唱団 保育 サークルハートランド 長崎県 新婦人コーラス花の輪

32 大阪府 関西合唱団 広島県 合唱団エガンス 郵便 ワインコーラス

33 奈良県 奈良蟻の会合唱団 福岡県 合唱団福岡あらぐさ 私鉄 私鉄池袋ターミナル合唱団

34 兵庫県 西宮さくらんぼ合唱団 福岡県 北九州青い空合唱団 教育 三多摩教職員合唱団

35 広島県 広島合唱団 福岡県 九州青年合唱団 教育 宮城教職員合唱団ひまわり

36 教育 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団 鹿児島県 そよ風シンガーズ 自治体 衛都連合唱団

37 鹿児島県 合唱団風 自治体 神戸市職員コーラス　ゆいまーる

38 青年 ザ・イスカンダル 医療 長野県厚生連のうたごえ

39 青年 ブルースカイ 医療 協立うたごえサークル

40 九州 長崎センター合唱団 医療 医療のうたごえ合唱団セデス

41 九州 大分混声合唱団クールエスポワール

42 九州 ブルーベルコール

43 九州 合唱団コールぽけっと

47

48

49

50
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52

一般の部B 一般の部A 職場の部 女性の部



No.

1 北海道 どっくうたう会 北海道 苫小牧うたごえサークルわたぼうし 北海道 北の国から合唱団と全道の仲間たち

2 北海道 ホームシックス 北海道 アンサンブル・チニタ 秋田県 わたぼうし

3 秋田県 よいやバンド 北海道 合唱団コーシカ 岩手県 岩手のうたごえ

4 宮城県 美空 北海道 室蘭合唱団あすなろ 宮城県 コンブリオ

5 宮城県 仙台ロシア合唱団Ｗａｖｅ 岩手県 岩手のうたごえ 宮城県 仙台合唱団若星Z☆

6 山形県 モンペディオ山形 宮城県 乳銀杏うたう会 宮城県 佐々木伸介

7 福島県 福島合唱団 宮城県 岡田合唱団 山形県 創造の翼やまがた

8 福島県 うたごえサークルありんこ 宮城県 尚網学院大学生涯学習センター　歌声サークル 茨城県 すずきさんち

9 福島県 郡山合唱団 山形県 白鷹うたう会 埼玉県 荒川のうた合唱団

10 埼玉県 麦わら帽子 福島県 里山合唱団 埼玉県 埼玉合唱団

11 神奈川県 パパス 群馬県 新日本婦人の会前橋ピースコーラス 千葉県 文化集団このゆびとまれ

12 神奈川県 ふぞろいの男たち＋１ 埼玉県 コーラスマミンカ 千葉県 Ｌ．Ｐ．Ｆ

13 東京都 ピクルス 埼玉県 年金者組合埼玉県本部合唱団 千葉県 この灯を永遠に25周年星野村の復興を願う有志合唱団

14 東京都 男声合唱団うでまくら 埼玉県 新婦人所沢けやきコーラス 神奈川県 ドライフラワーズ＆うたごえ・なん

15 長野県 長野合唱団うたう会部 千葉県 こんにゃくもどき 東京都 東京のうたごえ創作もっとうたい隊

16 福井県 メンズ・コーラス　ｉｎ　ＦＣ 千葉県 歌の広場 長野県 フレンドカプリコン

17 福井県 国鉄福井合唱団きっぷす 神奈川県 野ばら合唱団 静岡県 うたう仲間TOMO　男声合唱

18 京都府 うた草 神奈川県 うたごえ・なん 愛知県 ２０１４愛知の創作大行進

19 京都府 やねうらコーラスＯＢ有志の会 神奈川県 優しさ広げて合唱団 愛知県 愛知のうたごえ

20 京都府 里門屋 東京都 みなと合唱団 三重県 緑と海の合唱団

21 京都府 おやじコーラス 東京都 ＪＡＬ原告団合唱団フェニックス 福井県 福井のうたごえ創作合同

22 京都府 Ｍファミリー 東京都 石播労働者合唱団 京都府 宇治作業所分会コーラスななかまど

23 京都府 女声コーラスグループ　Ｍｓ． 東京都 調布狛江合唱団青年部 大阪府 ありがとう　大阪のうたごえです！2014

24 京都府 新婦人チョッちゃんコーラス 新潟県 うたごえサークルたけのこ 奈良県 コンパ　DE わかくさ

25 大阪府 ジェーヴシカ 長野県 ｐｅａｃｏｃｋ 奈良県 万華鏡

26 大阪府 ヴォーカルアンサンブルＡＶＡＮＴＩ 長野県 中信のうたごえｉｎ松本 岡山県 岡山のうたごえ

27 奈良県 パッチワーク 静岡県 静岡合唱団なかま 広島県 どすこい

28 奈良県 万華鏡 静岡県 花は咲く合唱団 広島県 広島合唱団

29 兵庫県 Ｇｌａｓｓｅｓ　ｍｅｎ　阪神 愛知県 西三河ＰＥＡＣＥ９合唱団 広島県 山上茂典とその一座

30 兵庫県 ＫＩＰＬＹＵ 愛知県 福島の思いつたえ隊 広島県 吾亦紅

31 岡山県 岡山合唱団 愛知県 ＯＨ！人生男声合唱団 全国 乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド

32 岡山県 フリーダム 愛知県 合唱団サボテン 全国 かとうまさよ

33 広島県 虹のＳＯＮＯＴＡ 愛知県 合唱劇「カネト」をうたう合唱団 全国 福島教育のうたごえなごみ～ず

34 福岡県 男声合唱団“ザ・ウィーヅ” 京都府 京都と東北を結ぶ「みんなのカフェ　ハーモニー団」 全国 名鉄わだち合唱団

35 長崎県 月夜の小径のクローバーズ 京都府 静市９Ｐうたう会 全国 D51．伸

36 国鉄 国鉄かあさん合唱団つゆ草 京都府 伏見健康友の会コーラスサークル

37 国鉄 国鉄東京合唱団ぴゅあ² 京都府 「Nichiutaの風・京都」合唱団

38 国鉄 国鉄のうたごえ四国トレインズ 大阪府 炎の街から合唱団

39 自治体 古ッ都ンチアバンド 大阪府 うたごえサークルぐみの木

40 青年 クロサンぶるぶる 大阪府 コーラスおさんぽ

41 大阪府 市民合唱団　Ｐｅａｃｅ　Ｃａｌｌ

42 大阪府 交野うたう会

43 奈良県 Ｄｏ．ナラーズ

44 奈良県 新婦人コーラス　きんとっと

45 広島県 ハミングバード

46 広島県 ＴＦコーラス

47 福岡県 男声合唱団ともしび

48 国鉄 国鉄のうたごえサークル三楽

49 電通 あすをひらく風

50 保育 ＡＳＯＴ（アスオト）

51 教育 愛知教職員合唱団きぼう

52 教育 松戸教職員合唱団てだぬふぁ

オリジナルコンサート小編成の部 交流の部


