
11月26日(日)　一般の部A
1 北海道 合唱団アンラコロ
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 山形センター合唱団
5 茨城県 茨城センター合唱団
6 埼玉県 女声アンサンブル Oｒｓｏ ｎｅｌ Bｏｓｃｏ
7 千葉県 わかちばーず
8 神奈川県 神奈川合唱団
9 神奈川県 比較的青年隊

10 神奈川県 神奈川県立横浜緑園総合高校合唱部
11 東京都 うたごえサークル青梅麦笛
12 東京都 この灯男声合唱団
13 新潟県 うたごえサークルたけのこ
14 長野県 信濃の青い空合唱団
15 長野県 コール・ファニー
16 静岡県 静岡合唱団なかま
17 愛知県 豊川親子合唱団たけのこ
18 愛知県 西三河青年合唱団
19 愛知県 男声合唱団Ein Prosit!
20 愛知県 天白わが町合唱団「にんじん」
21 愛知県 合唱劇「カネト」をうたう合唱団
22 富山県 レインボーコーラス
23 石川県 SANSHO25
24 福井県 武生センター合唱団
25 福井県 福井センター合唱団
26 京都府 つくってうたう青年合唱団「輪来」
27 京都府 ホタル合唱団
28 京都府 男声合唱団すばる
29 京都府 合唱団みなみ風
30 京都府 うたごえサークル「ひろば」
31 京都府 京都ひまわり太陽班
32 京都府 舞鶴くろしお合唱団
33 大阪府 河南ダックス
34 大阪府 とよの合唱団
35 大阪府 関西紫金草合唱団
36 大阪府 ロシア民謡合唱団コスモス
37 岡山県 岡山合唱団
38 広島県 合唱団エガンス
39 九州 大分混声合唱団クールエスポワール
40 九州 宮崎センター合唱団
41 福岡県 九州青年合唱団
42 福岡県 合唱団福岡あらぐさ
43 福岡県 大牟田センター合唱団
44 佐賀県 合唱団コールぽけっと
45 鹿児島県 そよ風シンガーズ
46 青年 Blue☆sky



11月24日(金)　一般の部B
1 北海道 函館トロイカ合唱団
2 北海道 苫小牧うたごえサークルわたぼうし
3 北海道 北海道合唱団
4 宮城県 仙台合唱団
5 山形県 北村山レインボー合唱団
6 埼玉県 埼玉東部合唱団レインボー
7 埼玉県 埼玉合唱団
8 埼玉県 合唱団ききゅう
9 千葉県 東葛合唱団はるかぜ

10 東京都 合唱団白樺
11 東京都 三多摩青年合唱団
12 東京都 中央合唱団「記念」合唱団
13 東京都 中央合唱団
14 東京都 南部合唱団
15 東京都 絹の道合唱団
16 新潟県 合唱団「樹」
17 長野県 長野合唱団
18 静岡県 浜松センター合唱団
19 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14期
20 愛知県 名古屋青年合唱団
21 愛知県 合唱団みどり
22 岐阜県 うたごえ恵那空
23 福井県 「悪魔の飽食」福井合唱団
24 京都府 合唱団おとくに
25 京都府 いのちのうた合唱団
26 京都府 立命館大学「若者」ＯＢ合唱団
27 京都府 洛北青年合唱団
28 京都府 京都ひまわり合唱団
29 京都府 同志社むぎ・成安ふきのとうＯＢ合唱団
30 大阪府 関西合唱団
31 大阪府 コール大東
32 大阪府 河南混声合唱団
33 奈良県 奈良蟻の会合唱団
34 兵庫県 西宮さくらんぼ合唱団
35 広島県 広島合唱団
36 福岡県 北九州青い空合唱団
37 青年 ザ・イスカンダル



11月26日(日)　職場の部
1 北海道 合唱団国鉄北海道
2 宮城県 Ｄ５１合唱団
3 宮城県 みやぎ紫金草合唱団
4 神奈川県 川崎保育のうたごえサークル紫陽花
5 東京都 三多摩教職員合唱団
6 東京都 JAL原告団合唱団フェニックス
7 東京都 霞ヶ関男声合唱団
8 東京都 品川コーラスたんぽぽ
9 東京都 東部保母合同

10 東京都 合唱団ちよがみ
11 東京都 三多摩保母　じゃんけんぽん
12 愛知県 愛知教職員合唱団きぼう
13 愛知県 ケンちゃん＆ゲンちゃん
14 石川県 コールニルス
15 京都府 巣立ちＮｏ１
16 京都府 京都電通合唱団
17 京都府 乙訓教職員合唱団杉の子クレッシェンド
18 京都府 サークル〝ときめき〟
19 大阪府 サークルハートランド
20 大阪府 堺市役所うたごえサークルら・ら・ら
21 大阪府 うたごえサークル相川保育園
22 奈良県 合唱団明日歌
23 兵庫県 神戸市役所センター合唱団
24 兵庫県 神戸市職員コーラス　ゆいまーる
25 福岡県 新日鉄八幡うたう会
26 長崎県 合唱団「ながせん」
27 自治体 衛都連合唱団
28 国鉄 国鉄大阪合唱団号笛
29 郵便 東京郵便合唱団
30 自治体 大阪府庁うたごえ合唱団
31 教育 宮城教職員合唱団ひまわり
32 電通 電通 赤目の森合唱団
33 港湾 全国港湾労働者合唱団アンカー
34 医療 長野県厚生連のうたごえ
35 保育 足立保母つくしんぼサークル
36 保育 あいち保母うたの仲間たち
37 医療 代々木病院合唱団バンブー
38 電通 電通西南コーラス
39 国鉄 国鉄広島ナッパーズ



11月24日(金)　女性の部
1 北海道 旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」
2 埼玉県 女声アンサンブル　ラーク
3 埼玉県 コーラス横丁・新座
4 千葉県 ぱんぷきん
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 あじさいコーラス
7 東京都 新婦人コーラスエーデルワイス
8 東京都 東村山・東大和新婦人コーラス
9 東京都 女声アンサンブルふきの会

10 長野県 松本中央コーラス
11 長野県 長野合唱団赤い鳥
12 静岡県 浜北合唱団ひろば
13 愛知県 コーロ・クレアーレ
14 岐阜県 女性のうたごえコスモス
15 京都府 合唱団いきしあ
16 京都府 花音コーラス
17 京都府 新婦人うたごえ小組「こぶし」
18 京都府 女声合唱団アンダンテ
19 大阪府 新婦人中央支部うたごえサークル　ルンルン
20 大阪府 レガーテ
21 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
22 奈良県 コール・メープル
23 奈良県 生駒コーラス樫
24 兵庫県 女声コーラスこぶし
25 兵庫県 女声コーラス　ゆずり葉
26 広島県 うたごえイフ
27 九州 新婦人コーラス花の輪
28 九州 佐賀のうたごえ女声合唱団
29 青年 ｐeacock



11月26日(日)　小編成の部
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 サークル・りんごッコ
4 宮城県 仙台ロシア合唱団Ｗａｖｅ
5 福島県 福島教育のうたごえなごみーず
6 埼玉県 アンサンブルプラーナ
7 埼玉県 男声アンサンブル・シュライテン
8 千葉県 AKN５８
9 神奈川県 Cross Voice

10 神奈川県 神奈川県立厚木西高等学校合唱部
11 東京都 男声合唱団うでまくら
12 東京都 うたごえサークル谷間
13 東京都 中央区男性コーラスヤローズ
14 東京都 大熊家
15 東京都 ＯＨ！ジーンズ
16 新潟県 男声合唱団どんぐり
17 長野県 長野合唱団うたう会部
18 長野県 アンサンブル　ウインズ
19 静岡県 うたごえボランティア“そよ風”
20 愛知県 東三河うたの学校　Utamen
21 愛知県 幸せ合唱団〈かずみ・もえ＆じゅんこ〉
22 石川県 おーば～おーる
23 福井県 国鉄福井合唱団きっぷす
24 福井県 福井センタークインテットメン
25 福井県 ふたば
26 京都府 Oh My レディっす
27 京都府 ヤネコシンガーズ
28 京都府 Ｋ・Ｔ・Ｉ
29 京都府 With you
30 京都府 ぷかぷか
31 京都府 グリーンｐｅａｃｅ
32 京都府 合唱団京都フレンズ
33 京都府 空と海の間
34 京都府 ＭＡＴＲＡ
35 大阪府 ヴォーカルアンサンブルＡＶＡＮＴＩ
36 大阪府 アンサンブル小町
37 大阪府 プチハート
38 奈良県 うたごえサークル九官鳥
39 兵庫県 えべっサウンズ
40 兵庫県 ＫＩＰＬＹＵ
41 岡山県 岡山男性労働者合唱団ぼっけー
42 岡山県 リカルボン
43 広島県 ダブルHｉｒｏ
44 福岡県 男声合唱団“ザ・ウィーヅ”
45 長崎県 月夜の小径のクローバーズ
46 熊本県 がんばれベアーズ
47 国鉄 四国トレインズ
48 保育 吹田うたごえサークル　スキップ
49 教育 福島の思いつたえ隊
50 私鉄 私鉄池袋ターミナル合唱団
51 自治体 古ッ都ンチアバンド
52 青年 Ｈｕｇ
53 医療 ホワイトエンジェルス
54 国鉄 国鉄かあさん合唱団つゆ草
55 青年 Song-voise-duo 美豚 ’ｓ
56 自治体 おじょーズ
57 保育 全レク一座



11月24日(金)　交流の部①
1 北海道 札幌退職教職員のうたごえコール・ドーン
2 秋田県 ハモローネＡＧＳ
3 宮城県 どらごえサークル
4 福島県 福島のうたごえ合同
5 埼玉県 埼玉のうたごえ９条の会
6 埼玉県 荒川のうた合唱団
7 千葉県 男声合唱団きずな
8 東京都 統計オンチコーラス
9 静岡県 うたう仲間ＴＯＭＯ

10 愛知県 アンサンブル・ポラーノ
11 愛知県 西三河ＰＥＡＣＥ９合唱団
12 岐阜県 中津川年金者合唱団満天星
13 三重県 混声合唱ｋｏｋｋｙ’ｓ
14 三重県 花束コーラス
15 石川県 サークルあやとり
16 石川県 出前うたごえの会
17 大阪府 いずみの森合唱団
18 大阪府 大阪北部センター合唱団
19 大阪府 北摂シルバー合唱団
20 奈良県 新婦人コーラス　きんとっと
21 岡山県 やまぼうし
22 広島県 ハミングバード
23 広島県 T.F.コーラス
24 長崎県 RAN（レッド アクション ナガサキ）
25 医療 ドライフラワーズ



11月26日(日)　交流の部②
1 北海道 合唱団「ペニ・ウン・クル」
2 北海道 岩見沢合唱団こぶし
3 岩手県 うたごえサークルひろば
4 宮城県 黒川郡連合青年団合唱部
5 山形県 ぽこ・あ・ぽこ
6 埼玉県 年金者組合埼玉県本部合唱団
7 千葉県 松戸教職員合唱団てだぬふぁ
8 神奈川県 野ばら合唱団
9 神奈川県 たんぽぽＧｉｒｌ’ｓ

10 神奈川県 うたごえ・なん
11 東京都 チャレンジャーズ
12 東京都 全厚生闘争団
13 東京都 みなと合唱団
14 東京都 出版労連鳥の歌
15 長野県 コーラス桐の葉
16 長野県 男声合唱団うたいっしょうず
17 長野県 しなの子どもの幸せと平和を願う合唱団
18 静岡県 うたう会歌輪
19 愛知県 ＯＨ！人生男声合唱団
20 愛知県 親と子のみどりの杜合唱団
21 愛知県 名古屋青年合唱団うたの学校１０１期
22 岐阜県 ワンダーランド
23 三重県 合唱団すいすいごんぼ
24 富山県 野村小学校合唱団メロディーズ
25 石川県 コール　フォンス
26 石川県 金沢紫金草合唱団
27 石川県 年金者組合コーラス
28 福井県 勝山うたごえ広場たんぽぽ
29 福井県 おでん部
30 京都府 ふぉうえう゛ぁ
31 京都府 おれんじファミリー
32 京都府 京都医療のうたごえ
33 京都府 京都郵便合唱団
34 京都府 新婦人嵯峨コーラス
35 大阪府 コーラス３びきのくま
36 大阪府 ちばりよ～沖縄
37 奈良県 ＤＯ・ナラーズ
38 兵庫県 神戸青年合唱団
39 佐賀県 おじさんコーラス神崎
40 佐賀県 平和の旅へ合唱団・さが
41 教育 八竜リバティバンド
42 青年 東海青年のうたごえ
43 保育 神奈川合同
44 国鉄 国鉄のうたごえサークル三楽
45 教育 愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団
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