
11月21日(土)

一般の部A

都道府県 団体名

1 北海道 岩見沢合唱団こぶし

2 北海道 合唱団エルデ

3 北海道 函館トロイカ合唱団

4 青森県 青森センター合唱団

5 秋田県 秋田合唱団

6 宮城県 仙台合唱団

7 山形県 山形センター合唱団

8 埼玉県 合唱団ききゅう

9 埼玉県 埼玉東部合唱団レインボー

10 千葉県 わかちばーず

11 神奈川県 神奈川合唱団

12 神奈川県 比較的青年隊

13 神奈川県 合唱団たんぽぽ

14 東京都 中央合唱団

15 東京都 うたごえサークル麦笛

16 東京都 狛江ぞうれっしゃ合唱団

17 長野県 コール・ファニー

18 長野県 男声合唱団「純」

19 静岡県 浜松センター合唱団

20 愛知県 西三河青年合唱団

21 愛知県 東三河うたの学校

22 愛知県 コール東海

23 愛知県 ｳﾞｫｰﾁｪ・ｱﾝﾀﾗｰｶ

24 岐阜県 飛騨うたごえサークルやまびこ

25 三重県 音楽文化集団うた♪うた

26 石川県 金沢紫金草合唱団

27 福井県 武生センター合唱団

28 京都府 かえるコーラス

29 京都府 『子どもを守る』うたう会〝ポッポ〟

30 京都府 新婦人嵯峨コーラス

31 京都府 男声合唱団すばる

32 京都府 ホタル合唱団

33 京都府 洛北青年合唱団

34 京都府 朱雀音楽クラブ

35 京都府 舞鶴いのちのうた合唱団

36 京都府 綾部うたごえサークル「ひろば」

37 京都府 うたごえ喫茶　ほっとキラッと“うたの街”

38 京都府 Ｌａ　ｆｌｅｕｒ

39 大阪府 「炎の街から」合唱団

40 大阪府 吹田おらが町コンサート合唱団

41 大阪府 コール大東

42 大阪府 しあわせいっぱいコンサート合唱団

43 大阪府 Peace&Amuse

44 奈良県 奈良紫金草合唱団

45 兵庫県 阪神センター合唱団

46 九州 大分混声合唱団クールエスポワール

47 九州 合唱団コールぽけっと

48 九州 うたごえサークルたんぽぽ

49 福岡県 合唱団福岡あらぐさ

50 福岡県 北九州青い空合唱団

51 福岡県 九州青年合唱団

52 長崎県 長崎センター合唱団

53 鹿児島県 ハーモニーさつま

54 鹿児島県 合唱団風

55 青年 ブルースカイ

56 青年 愛媛合唱団青年部GreenLoveCantabile



11月23日(月・祝)

一般の部B

都道府県 団体名

1 北海道 北海道合唱団

2 埼玉県 埼玉合唱団

3 千葉県 東葛合唱団はるかぜ

4 東京都 調布狛江合唱団

5 東京都 南部合唱団

6 東京都 三多摩青年合唱団

7 東京都 絹の道合唱団

8 東京都 合唱団この灯

9 新潟県 合唱団「樹」

10 長野県 長野合唱団

11 愛知県 親と子のみどりの杜合唱団

12 愛知県 名古屋青年合唱団

13 愛知県 合唱劇「カネト」をうたう合唱団

14 愛知県 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団

15 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12期

16 岐阜県 瞳コーラス

17 福井県 「悪魔の飽食」福井合唱団

18 京都府 合唱団おとくに

19 京都府 京都ひまわり合唱団

20 京都府 立命館大学「若者」ＯＢ合唱団

21 大阪府 関西合唱団

22 大阪府 男声合唱団昴

23 奈良県 奈良蟻の会合唱団

24 兵庫県 西宮さくらんぼ合唱団

25 広島県 広島合唱団



11月21日(土)

職場の部

都道府県 団体名

1 宮城県 Ｄ５１合唱団

2 宮城県 みやぎ紫金草合唱団

3 神奈川県 川崎保育のうたごえサークル紫陽花

4 東京都 足立保母つくしんぼサークル

5 東京都 女声コーラスかりん

6 東京都 霞ヶ関男声合唱団

7 東京都 国鉄東京合唱団

8 東京都 合唱団ちよがみ

9 長野県 佐久病院かしましシスターズ

10 愛知県 トヨタ労働者うたう会

11 京都府 サークル“ときめき”

12 京都府 ささぶえ

13 京都府 巣立ちＮｏ．１

14 京都府 向日が丘支援学校「ひまわりっこ」

15 大阪府 うたごえサークル相川保育園

16 大阪府 サークルハートランド

17 大阪府 国鉄大阪合唱団号笛

18 兵庫県 神戸市役所センター合唱団

19 岡山県 国鉄岡山合唱団じれん

20 広島県 国鉄広島ナッパーズ

21 九州 合唱団「ながせん」

22 福岡県 新日鉄八幡うたう会

23 国鉄 国鉄横浜うたう会

24 国鉄 国鉄かあさん合唱団つゆ草

25 国鉄 国鉄のうたごえサークル四国トレインズ

26 電通 東京ナイスミディ合唱団

27 電通 電通浜風合唱団

28 保育 東部保母合同

29 保育 あいち保母うたの仲間たち

30 港湾 全国港湾労働者合唱団アンカー

31 郵便 ワインコーラス

32 教育 三多摩教職員合唱団

33 教育 豊川親子合唱団たけのこ

34 自治体 衛都連合唱団

35 自治体 ゆいまーる

36 医療 コール・シャマイクル

37 医療 長野県厚生連のうたごえ



11月23日(月・祝)

女性の部

都道府県 団体名

1 北海道 新婦人コーラス小組　トトロ

2 北海道 新婦人清田支部コーラス小組コモド

3 埼玉県 女声アンサンブル ラーク

4 千葉県 ぱんぷきん

5 東京都 あじさいコーラス

6 東京都 新婦人コーラス エーデルワイス

7 東京都 中央合唱団女声アンサンブルふきの会

8 東京都 桑の実コーラス

9 長野県 コーラス桐の葉

10 静岡県 浜北合唱団ひろば

11 静岡県 うたう仲間TOMO　女声合唱

12 愛知県 コーロ・クレアーレ

13 愛知県 名古屋青年合唱団女声アンサンブル

14 愛知県 ギャップママ

15 岐阜県 女性のうたごえコスモス

16 石川県 新婦人サークルあやとり

17 福井県 武生センター合唱団女声　ほやほや乙女

18 京都府 合唱団いきしあ

19 京都府 女声合唱団アンダンテ

20 京都府 花音コーラス

21 京都府 ラピスラズリ

22 大阪府 うたごえサークルぐみの木

23 大阪府 レガーテ

24 大阪府 コーラス・クラージョ

25 奈良県 生駒コーラス樫

26 奈良県 うたのアラカルト

27 奈良県 コール・メープル

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 広島県 ＴＦコーラス

31 九州 新婦人コーラス花の輪



11月21日(土)

小編成の部

都道府県 団体名

1 北海道 うたごえデュオ「やちぼうず」

2 北海道 ホームシックス

3 青森県 うみねこ合唱団

4 宮城県 仙台ロシア合唱団Ｗａｖｅ

5 山形県 モンペディオ山形

6 神奈川県 ○○姉妹

7 東京都 調布狛江合唱団青年部

8 東京都 ピクルス

9 長野県 たまて箱

10 長野県 アンサンブル　ウインズ

11 静岡県 歌追い人

12 三重県 ｄｉｅ　ｓｃｈｗｅｓｔｅｒ

13 富山県 マーガレットコーラス

14 福井県 勝山うたごえ広場たんぽぽ

15 福井県 ふたば

16 京都府 Ａｑｕａ ｂｒｅａｔｈ

17 京都府 Ｋ・Ｔ・Ｉ

18 京都府 想音舎

19 京都府 つくってうたう青年合唱団「輪来」

20 京都府 ＮＡＺＵＫＩ

21 京都府 びぃーさんってなあに？

22 京都府 クロスロード

23 京都府 女声コーラスグループ　Ms．

24 大阪府 ヴォーカルアンサンブルＡＶＡＮＴＩ

25 大阪府 Ｓｈｕ♪Ｓｈｕ

26 奈良県 うたごえサークル九官鳥

27 兵庫県 ＫＩＰＬＹＵ

28 兵庫県 Ｇｌａｓｓｅｓ　men阪神

29 岡山県 うたひめ

30 広島県 山上茂典とその一座

31 広島県 ダブルHIRO

32 九州 合唱団しらぬい

33 福岡県 男声合唱団“ザ・ウィーヅ”

34 長崎県 月夜の小径のクローバーズ

35 鹿児島県 ありがとうシンガーズ

36 国鉄 国鉄東京合唱団ぴゅあ２

37 国鉄 国鉄のうたごえサークル三楽　小編成　あらかん６

38 保育 敦賀保育のうたごえサークル“まつぼっくり”

39 保育 墨田区保育園うたごえサークルどんぐり

40 郵便 おやじコーラス

41 郵便 うぐいすとポストの合唱隊

42 自治体 古ッ都ンチアバンド

43 青年 ｐeacock

44 青年 美・豚 ’ｓ



11月21日(土)

交流の部Ⅰ

都道府県 団体名

1 北海道 合唱団「ペニ・ウン・クル」

2 北海道 琴似ポプラうたう会

3 北海道 合唱団国鉄北海道

4 青森県 弘前センター合唱団

5 秋田県 ハモローネＡＧＳ

6 宮城県 尚網学院大学生涯学習センター　歌声サークル

7 千葉県 ホワイトエンジェルス

8 千葉県 Ｃ－ボックス

9 神奈川県 野ばら合唱団

10 神奈川県 いのちの九条合唱団

11 東京都 板橋退職教職員の会・歌おう会

12 東京都 すみだ☆どんぐり森モリモリーず

13 長野県 長野合唱団赤い鳥

14 長野県 コーラス　えんぴつ

15 愛知県 ＯＨ！人生男声合唱団

16 愛知県 八竜リバティバンド

17 愛知県 人業劇団ひらき座

18 愛知県 尾張ぞうれっしゃ合唱団

19 岐阜県 ワンダーランド

20 岐阜県 中津川年金者合唱団満天星

21 三重県 合唱団すいすいごんぼ

22 三重県 森２中

23 京都府 おれんじファミリー

24 京都府 新婦人御室コーラス

25 京都府 わたしの平和合唱団２０１５

26 京都府 クック(京退教子どもを守る歌の会）

27 大阪府 北摂シルバー合唱団

28 岡山県 岡山合唱団

29 愛媛県 愛媛合唱団

30 九州 どろだんご合唱団

31 電通 電通西南コーラス

32 保育 大阪保母うたサークル“なのはな”

33 教育 松戸教職員合唱団てだぬふぁ

34 医療 東葛健康友の会「合唱団フレンズ」

35 青年 ザ・イスカンダル

36 青年 西日本青年合同



11月23日(月・祝)

交流の部Ⅱ

都道府県 団体名

1 岩手県 保育のうたごえサークル“やじろべえ”

2 福島県 子どもの幸せを希う　福島　親と子のうたごえ

3 福島県 会津センターＯＢユニット　み・ち・る

4 茨城県 茨城のうたごえ合同

5 埼玉県 埼玉のうたごえ９条の会

6 埼玉県 年金者組合埼玉県本部合唱団

7 東京都 みなと合唱団

8 東京都 JAL原告団合唱団フェニックス

9 東京都 チャレンジャーず

10 新潟県 うたごえサークルたけのこ

11 長野県 信濃の青い空合唱団

12 静岡県 三島どんぐり合唱団

13 静岡県 静岡合唱団なかま

14 愛知県 合唱団サボテン

15 愛知県 土古コーラスゆりかご

16 愛知県 美浜わらべうたの会

17 愛知県 名古屋青年合唱団うたの学校９９期

18 愛知県 蒲郡市職員互助会いきいきコーラス部

19 福井県 国鉄福井合唱団きっぷす

20 福井県 第59回国鉄のうたごえ祭典記念・2015福井のうたごえ祭典記念合唱団

21 京都府 合唱団ポケット

22 大阪府 コーラス３びきのくま

23 大阪府 いのち光るとき合唱団

24 大阪府 いずみの森合唱団

25 大阪府 コーラスたんぽぽ

26 奈良県 ＤＯ・ナラーズ

27 奈良県 新婦人コーラスきんとっと

28 兵庫県 神戸青年合唱団

29 広島県 合唱団エガンス

30 広島県 ハミングバード

31 九州 平和の旅へ合唱団・さが

32 福岡県 女声合唱団ビオレッティ

33 国鉄 国鉄のうたごえサークル三楽

34 電通 合唱団あすをひらく風

35 保育 かとうまさよとまあごまご

36 郵便 京都郵便合唱団



11月23日(月・祝)

オリジナルコンサート

都道府県 団体名

1 北海道 北の国から合唱団と札幌の仲間たち

2 岩手県 ＰａｒｔＴｉｍｅ

3 宮城県 福原やす子

4 宮城県 佐々木伸介

5 福島県 福島教育のうたごえなごみーず

6 埼玉県 埼玉合唱団

7 千葉県 へいわってすてきだね合唱団

8 東京都 絹の道合唱団

9 東京都 南部合唱団

10 東京都 みなと合唱団

11 東京都 港新婦人コスモスコーラス

12 東京都 チャレンジャーず

13 東京都 合唱団この灯

14 愛知県 愛知教職員合唱団きぼう

15 愛知県 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団

16 愛知県 緑高校PTAコーラス

17 愛知県 いのちを育み平和を願う合唱団「ほっと・夜明け」

18 愛知県 山口直子

19 愛知県 チーム「てきってき」

20 愛知県 親と子のみどりの盛々合唱団

21 愛知県 愛知健康センター

22 福井県 福井のうたごえ

23 京都府 洛北青年合唱団

24 大阪府 コーラス３びきのくま

25 大阪府 市民合唱団　ＰｅａｃｅＣａｌｌ

26 大阪府 大阪　９９９の会

27 大阪府 コーラスちばりよ～沖縄

28 大阪府 葛原　縁

29 奈良県 ひまなスターズ

30 奈良県 吉田病院うたう会

31 岡山県 岡山合唱団

32 岡山県 ノンシュガー

33 岡山県 フリーダム

34 岡山県 岡山市役所エゴラド合唱団

35 岡山県 ノンアルコール

36 広島県 緒方一夫と仲間たち

37 広島県 合唱団エガンス

38 広島県 どすこい

39 国鉄 国鉄横浜うたう会とサポート隊

40 国鉄 Ｄ５１合唱団＆C57

41 教育 群馬県教職員合唱団「こだま」

42 青年 広島～s


