
 2013年全国合唱発表会・オリジナルコンサート出場団体（10月15日現在）

1 北海道 苫小牧うたごえサークルわたぼうし 北海道 旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」 北海道 合唱団エルデ 北海道 岩見沢合唱団こぶし 北海道 「北の国から」合唱団と全道の仲間たち 北海道 ホームシックス 北海道 女声コーラスコール・フロレス
2 北海道 北海道合唱団 宮城 みやぎ紫金草合唱団 北海道 混声合唱団ポエム 北海道 函館トロイカ合唱団 岩手 うたごえサークルひろば 岩手 盛岡合唱団 北海道 新婦人コーラス小組こんぷりお
3 埼玉 埼玉合唱団 宮城 Ｄ５１合唱団 北海道 合唱団国鉄北海道 青森 青森センター合唱団 仙台合唱団若星Ｚ☆ 宮城 仙台ロシア合唱団Ｗａｖｅ 埼玉 コーラス横丁・新座
4 千葉 千葉合唱団 東京 足立保母つくしんぼサークル 福島 フクシマ教育のうたごえなごみーず 岩手 滝沢ぞうれっしゃ合唱団 かとうまさよ 秋田 よいやバンド 埼玉 女声アンサンブルラーク
5 千葉 東葛合唱団はるかぜ 東京 霞ヶ関男声合唱団 埼玉 年金者組合埼玉県本部合唱団 宮城 仙台合唱団 Ｄ５１合唱団 福島 うたごえサークルありんこ 千葉 新婦人コーラスひまわり
6 東京 合唱団この灯 東京 国鉄東京合唱団 千葉 JAL原告団合唱団フェニックス 秋田 秋田合唱団 どらごえサークル 福島 郡山合唱団 千葉 スカーレッツ
7 東京 絹の道合唱団 東京 国立国会図書館うたう会 千葉 松戸教職員合唱団てだぬふぁ 山形 北村山レインボー合唱団 福原やす子 茨城 ヒューマン・ファーマーズ 東京 女声合唱団くらら
8 東京 三多摩青年合唱団 東京 のーりん麦の会 東京 板橋退職教職員の会 茨城 茨城センター合唱団 山形 あすとりお 埼玉 トレ・ポルチェリー二 東京 中央合唱団「記念」女声アンサンブル
9 東京 南部合唱団 長野 佐久病院かしましシスターズ 東京 ＯＨ！ジーンズ 埼玉 合唱団ききゅう 福島 カオル 東京 ＯＨ！嬢ず 東京 東村山・東大和新婦人コーラス

10 東京 合唱団白樺 愛知 うたやーせ 東京 江東保育のうたごえサークルしろつめくさ 埼玉 埼玉東部合唱団レインボー 茨城 ヒューマン・ファーマーズ 神奈川 ふぞろいの男たち＋１ 東京 あじさいコーラス

11 神奈川 比較的青年隊 愛知 合唱団なかま 東京 みなと合唱団 千葉 わかちばーず 埼玉 「荒川のうた」合唱団 福井
敦賀保育のうたごえサークル
まつぼっくり

石川
新日本婦人の会白山支部うたごえ小組
サークルあやとり

12 神奈川 藤沢合唱団 愛知 トヨタ労働者うたう会 神奈川 海老名おうまのおやこ合唱団 東京 中央合唱団 千葉 人という動物たち 福井 おでん部 長野 長野合唱団赤い鳥
13 新潟 合唱団「樹」 京都 乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド 神奈川 合唱団きずな 神奈川 合唱団たんぽぽ 千葉 文化集団このゆびとまれ 長野 長野合唱団うたう会部 愛知 コーラスかりん
14 福井 「悪魔の飽食」福井合唱団 京都 サークルときめき 神奈川 野ばら合唱団 神奈川 神奈川合唱団 港新婦人コスモスコーラス 静岡 ノボ&チェリーズ 愛知 コーラス春
15 福井 海の軌跡合唱団 京都 巣立ちＮｏ．１ 石川 金沢紫金草合唱団 神奈川 サラサとルルジ合唱団 合唱団北星 愛知 福島の思いつたえ隊 京都 合唱団いきしあ
16 長野 長野合唱団 京都 向が丘支援学校「ひまわりっこ」 福井 新婦人コーラス“らぶりーず” 福井 武生センター合唱団 私鉄池袋ターミナル合唱団 三重 die schwester(ディ　シュベスター) 京都 合唱団パレット
17 岐阜 ワンダーランド 大阪 衛都連合唱団 新潟 うたごえサークルたけのこ 福井 福井センター合唱団 チャレンジャ～ず 京都 うた草 京都 女声合唱団アンダンテ
18 静岡 うたう仲間ＴＯＭＯ 大阪 国鉄大阪合唱団号笛 長野 うたごえサークルやまなみ 長野 コール・ファニー お嬢様はジーンズがお好き 京都 合唱団みなみ風 京都 新婦人うたごえサークル"この指とまれ"

19 愛知 合唱劇「カネト」をうたう合唱団 大阪 堺市役所うたごえサークルら・ら・ら 長野 しなの子どもの幸せと平和を願う合唱団 長野 男声合唱団「純」 うたで覚えるロシア語」講座
д р у ж б а （ドゥルージバ）

京都 グリーンpeace 京都 らくね

20 愛知 合唱団みどり 大阪 和泉市労働うたごえサークルひこうき雲 長野 諏訪ふるさと合唱団 長野 信濃の青い空合唱団 東京年金者合唱団 京都 クロスロード 京都 ラピス　ラズリ

21 愛知 蒲郡ぞう親子うたう会みかん 大阪 ウィングス 岐阜 Grass Weeds 静岡 浜松センター合唱団 合唱団この灯 京都 Ｋ・Ｔ・Ｉ 大阪
おおさかパルコープサークル
レインボーコーラス

22 愛知 豊川親子合唱団たけのこ 大阪 うたごえサークル相川保育園 岐阜 多治見親子うたう会日曜日コース 愛知 コール東海 うたごえサークル青梅麦笛 京都 ささぶえ 大阪 コーラス・クラージョ
23 愛知 名古屋青年合唱団 大阪 サークルハートランド 静岡 うたう仲間ＴＯＭＯ・男声合唱 三重 音楽文化集団うた♪うた 再生の大地合唱団 京都 女声コーラスグループＭｓ． 大阪 レガーテ
24 愛知 東三河うたの学校 広島 国鉄広島ナッパーズ 愛知 OH!人生男声合唱団 三重 合唱団きずな フェニックスソングシンガーズ 京都 新婦人チョッちゃんコーラス 大阪 うたごえサークルぐみの木
25 京都 合唱団おとくに 福岡 新日鉄八幡うたう会 愛知 合唱団サボテン 三重 四日市ぞうれっしゃ合唱団 南部合唱団 京都 想音舎 大阪 うたごえサークル　ブーケ
26 京都 京都・あくまで平和な合唱団 長崎 合唱団「ながせん」 愛知 知立うたう会 京都 綾部うたごえサークル「ひろば」 福井 福井のうたごえ 京都 つくってうたう青年合唱団「輪来」 大阪 サークルどらねこ

27 京都 京都ひまわり合唱団 医療 つなごういのち守る手合唱団マ・モルテ 愛知 西三河PEACE９合唱団 京都 かえるコーラス
いのちをはぐくみ平和をねがう合唱団
「ほっと・夜明け」

京都 ＮＡＺＵＫＩ 大阪 新婦人中央支部うたごえサークルルンルン

28 京都 立命館大学「若者」ＯＢ合唱団 医療 代々木病院合唱団バンブー 愛知 緑高校PTAコーラス 京都 朱雀音楽クラブ
愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団&
親と子のみどりの杜合唱団

京都 びぃーさんってなあに？ 大阪 北部女声合唱団「結」

29 大阪 河南混声合唱団 教育 三多摩教職員合唱団 三重 合唱団すいすいごんぼ 京都 男声合唱団すばる 合唱団なかま 京都 みっくすはあつ　はんぱれバンド 兵庫 女声コーラスこぶし
30 大阪 関西合唱団 港湾 全国港湾労働者合同合唱団 三重 花束コーラス 京都 中丹合唱団シルクロード 名古屋青年合唱団 大阪 さかなんこ 兵庫 女声コーラスゆずり葉

31 大阪 コーラス３びきのくま 私鉄 私鉄池袋ターミナル合唱団 京都 おれんじファミリー 京都
蜂ヶ岡保育園保護者サークル
「この指とまれ」

名古屋青年合唱団＆原田義雄 大阪 ヴォーカルアンサンブルAVANTI 奈良 生駒コーラス樫

32 大阪 男声合唱団昴 自治体 神戸市役所センター合唱団 京都 合唱団ポケット 京都 ホタル合唱団 名古屋青年合唱団うたの学校86期有志 大阪 ぽんぽこ 奈良 コール・メープル
33 大阪 交野うたう会 電通 コール・シャマイクル 京都 京都郵便合唱団 京都 舞鶴いのちのうた合唱団 脇谷直樹 兵庫 ＫＩＰＬＹＵ（キプリュ） 奈良 奈ｎａ涼ｓｕ風ｋａ
34 兵庫 西宮さくらんぼ合唱団 電通 電通赤目の森合唱団 京都 全厚生闘争団 京都 洛北青年合唱団 京都 洛北青年合唱団 奈良 うたごえサークル九官鳥 奈良 パッチワーク
35 奈良 奈良蟻の会合唱団 保育 あいち保母うたの仲間たち 京都 レディ・ビートルズ 大阪 コール大東 三重 ときどきシンガーソングライター道家桂 奈良 うたごえっぐ 広島 ＴＦコーラス
36 広島 広島合唱団 保育 大阪保母うたサークル“なのはな” 大阪 大阪工業大学合唱団こぶしOB会 大阪 吹田おらが町コンサート合唱団 三重 緑と海の合唱団 岡山 岡山合唱団 福岡 女声合唱団ビオレッティ
37 広島 合唱団エガンス 保育 東部保母合同 大阪 コーラスたんぽぽ 大阪 東大阪センター合唱団ソカロ サンシャイン　シスターズと仲間達 広島 男声合唱団ドンマイ 九州 新婦人うたごえサークル花の輪
38 福岡 合唱団福岡あらぐさ 郵便 うたごえプロジェクト７３０ 大阪 混声コーラスそよかぜ 兵庫 えべっサウンズ しゅ♪しゅ＆さかちゃん 長崎 月夜の小径のクローバーズ 九州 ブレーベル・コール
39 教育 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団 郵便 東京郵便合唱団 大阪 吹田ぞうれっしゃ合唱団 兵庫 阪神センター合唱団 ばくれつ！玉蜀黍 自治体 古ッ都ンチアバンド
40 韓国 韓国・平和の木合唱団 郵便 ワインコーラス 大阪 とよのうたごえサークルこぶし 愛媛 愛媛合唱団 和泉市職労うたごえサークル　ひこうき雲 電通 女声コーラス炎
41 医療 長野県厚生連のうたごえ 大阪 野の花合唱団 福岡 北九州青い空合唱団 東大阪市役所うたごえサークル
42 自治体 大阪府庁うたごえ合唱団 兵庫 神戸青年合唱団 福岡 九州青年合唱団 コンパDEわかくさ
43 国鉄 国鉄かあさん合唱団つゆ草 兵庫 新婦人尼崎支部めだかコーラス 鹿児島 合唱団風 新婦人コーラスきんとっと
44 国鉄 国鉄東京合唱団ぴゅあ2 兵庫 ピース・ナイン・コーラス 鹿児島 ハーモニーさつま 古稀のあとで
45 国鉄 国鉄東京ＯＢ合唱団 奈良 新婦人コーラス　きんとっと 長崎 長崎センター合唱団 郡山市民劇場「ひまなスターズ」
46 奈良 ＤＯ・ナラーズ 九州 大分混声合唱団ｸｰﾙｴｽﾎﾟﾜｰﾙ 岡山 フリーダム
47 岡山 やまぼうし 九州 合唱団コールぽけっと 広島 緒方一夫と仲間たち
48 広島 うたごえ　イフ 広島 どすこいブラザーズ
49 広島 ハミングバード 長崎 「干潟の海の詩」合唱団
50 香川 新婦人高松支部コーラス小組「えぷろん」 教育 ラブ＆ピース・フクシマ
51 福岡 「いのちをつなぐ人たちのうた」合唱団 教育 山口直子
52 宮崎 宮崎センター合唱団 教育 フクシマ教育のうたごえなごみーず
53 沖縄 南ぬ風合唱団 国鉄 しんすけ＆ふくやま
54 青年 全国青年のうたごえ
55 青年 調布狛江合唱団青年部
56 青年 東海青年のうたごえ
57 教育 ラブ&ピース・フクシマ
58 電通 電通西南コーラス
59 電通 東京ナイスミディ合唱団
60 保育 京都保育うたごえ合同
61 保育 福島わらべうたサークル 2013年10月15日
62 医療 愛知医療合同合唱団

宮城

奈良

愛知

東京

大阪

一般の部B 女性の部小編成の部オリジナルコンサート一般の部A交流の部職場の部

オリジナルコンサートの出演団体に関して 
 

宮城・東京・愛知・大阪の各都道府県は、それぞれ県ごとの合同として

まとめて出演します。今回名前が記載されている合唱団は、10月7日時

点で事務局に申込用紙が届いた団体の名前だけを載せています。 


