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40 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部

41 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部

42 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部

43 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部

44 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部

45 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部 中部 岐阜 岐阜県立大垣女子高等学校音楽部

46 関東 栃木 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部

47 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部 関東 栃木 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部

48 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部 九州 宮崎 宮崎県立宮崎北高等学校女声合唱団 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部

49 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 九州 宮崎 宮崎県立宮崎北高等学校女声合唱団 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部

50 中部 岐阜 岐阜県立長良高等学校コーラス部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ

51 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 関東 栃木 栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 関西 京都 京都府立加悦谷高等学校合唱部

52 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部

53 関東 栃木 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 関東 栃木 栃木県立栃木女子高等学校コーラス部

54 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ 東京 東京 杉並学院高等学校合唱部 関東 栃木 栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部

55 九州 宮崎 宮崎県立妻高等学校女声合唱団 関東 栃木 栃木県立栃木女子高等学校コーラス部 中部 三重 三重県立宇治山田高等学校合唱部

56 関東 栃木 栃木県立栃木女子高等学校コーラス部 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部

57 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 関東 栃木 栃木県立栃木女子高等学校コーラス部

58 東北 秋田 秋田県立秋田北高等学校音楽部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 九州 宮崎 宮崎学園高等学校混声合唱団

59 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 東北 秋田 秋田県立秋田北高等学校音楽部 中部 三重 三重県立宇治山田高等学校合唱部

60 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 九州 宮崎 宮崎学園高等学校混声合唱団 九州 福岡 明治学園高等学校コーラス部

61 九州 宮崎 宮崎学園高等学校混声合唱団 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部

62 北海道 北海道 北海道帯広三条高等学校合唱部 東京 東京 杉並学院高等学校合唱部（女声） 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部

63 東京 東京 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 関東 神奈川 清泉女学院高校音楽部 中部 岐阜 岐阜県立岐阜高等学校音楽部

64 北海道 北海道 北海道帯広三条高等学校合唱部 関西 兵庫 兵庫県立神戸高等学校合唱部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部

65 北海道 北海道 北海道帯広三条高等学校合唱部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 関東 神奈川 清泉女学院高等学校音楽部

66 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 九州 鹿児島 鹿児島県立松陽高等学校音楽部 関東 埼玉 埼玉県立松伏高等学校合唱部

67 中部 愛知 桜花学園高等学校合唱団 中部 愛知 愛知高等学校合唱部 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部

68 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 九州 佐賀 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校合唱部北海道 北海道 北海道帯広三条高等学校合唱部

69 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 北海道 北海道 北海道帯広三条高等学校合唱部 中部 愛知 桜花学園高等学校合唱団
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40 兵庫 関西 兵庫県立神戸高等学校合唱部 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 中国 広島 崇徳高等学校グリークラブ

41 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 関東 埼玉 埼玉県立秩父高等学校音楽部 関西 兵庫 兵庫県立神戸高等学校合唱部

42 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 中国 広島 崇徳高等学校グリークラブ 関東 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部

43 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 鹿児島 鹿児島女子高等学校音楽部 東北 青森 青森県立八戸東高等学校音楽部

44 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 関東 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 東北 岩手 岩手県立一関第一高等学校音楽部

45 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 東北 福島 福島県立会津女子高等学校合唱団 東北 宮城 宮城県第三女子高等学校音楽部

46 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 東北 山形 山形県立山形西高等学校合唱団

47 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ

48 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 関西 大阪 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ

49 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 東北 福島 福島県立福島高等学校男声合唱団

50 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 東北 山形 山形県立鶴岡南高等学校音楽部

51 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 九州 宮崎 宮崎女子高等学校合唱団 東北 山形 山形県立鶴岡南高等学校音楽部

52 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 中部 愛知 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 関東 埼玉 埼玉県立川越高等学校音楽部

53 東北 福島 福島県立安積女子高等学校合唱団 東北 岩手 岩手県立不来方高等学校音楽部 中部 石川 石川県立金沢二水高等学校合唱部

54 東北 宮城 宮城県第三女子高等学校音楽部 東北 福島 福島県立会津女子高等学校合唱団 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団

55 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 東北 福島 福島県立福島女子高等学校合唱団 東北 山形 山形県立鶴岡南高等学校音楽部

56 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 東北 山形 山形県立鶴岡南高等学校音楽部 九州 宮崎 宮崎学園高等学校合唱団

57 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 東北 宮城 宮城県第三女子高等学校音楽部

58 関東 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 東北 福島 福島県立橘高等学校合唱団

59 関東 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 東北 宮城 宮城県第三女子高等学校音楽部 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団

60 東北 福島 福島県立葵高等学校合唱団 中部 愛知 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団

61 中部 愛知 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 東北 福島 福島県立橘高等学校合唱団 関西 兵庫 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部

62 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 東北 宮城 宮城県第三女子高等学校音楽部 東北 福島 福島県立橘高等学校合唱団

63 東北 福島 福島県立安積高等学校合唱団 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 関西 兵庫 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部

64 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団 関東 千葉 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 東北 福島 福島県立安積高等学校合唱団

65 北海道 北海道 北海道札幌旭丘高等学校合唱部 関東 千葉 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団

66 中部 愛知 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部 東北 福島 福島県立会津高等学校合唱団 東北 福島 福島県立安積黎明高等学校合唱団

67 東北 福島 福島県立会津高等学校合唱団 東北 福島 福島県立郡山高等学校合唱団 関東 千葉 千葉県立幕張総合高等学校合唱団

68 東北 福島 福島県立会津高等学校合唱団 東北 福島 福島県立郡山高等学校合唱団 関東 千葉 千葉県立幕張総合高等学校合唱団

69 関東 埼玉 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 東北 福島 福島県立会津高等学校合唱団 関東 千葉 千葉県立幕張総合高等学校合唱団
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44 東京 東京 町田市立堺中学校合唱部 関西 大阪 岸和田市立葛城中学校３年有志合唱団 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部

45 中部 富山 富山大学教育学部附属中学校コーラス部 関東 栃木 宇都宮市立旭中学校合唱部 四国 愛媛 愛媛大学教育学部附属中学校合唱部

46 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部 関東 千葉 市川市立南行徳中学校合唱部 九州 大分 大分大学教育学部附属中学校合唱部

47 関東 千葉 市川市立南行徳中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部 九州 佐賀 佐賀市立鍋島中学校合唱部

48 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部 九州 佐賀 佐賀市立鍋島中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部

49 中部 三重 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部

50 東北 福島 会津若松市立第三中学校合唱部 中部 岐阜 大垣市立興文中学校合唱部 中国 島根 島根大学教育学部附属中学校コーラス部

51 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部 中部 愛知 名古屋市立高針台中学校合唱部 中部 富山 富山大学教育学部附属中学校コーラス部

52 九州 熊本 山鹿市立山鹿中学校合唱部 東北 福島 会津若松市立第三中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部

53 九州 熊本 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 北海道 北海道 札幌市立北野台中学校合唱部 九州 長崎 長崎大学教育学部附属中学校コーラス部

54 東北 福島 須賀川市立第一中学校合唱部 関西 大阪 岸和田市立久米田中学校合唱団 九州 熊本 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部

55 中国 島根 出雲市立第三中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部 中部 長野 信州大学教育学部附属長野中学校合唱部

56 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 四国 香川 綾南町立綾南中学校合唱部 中国 島根 出雲市立第三中学校合唱部

57 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立手稲東中学校合唱部 東北 福島 須賀川市立第一中学校合唱部

58 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 東北 宮城 仙台市立長町中学校合唱団 九州 熊本 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部

59 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 関東 群馬 群馬大学教育学部附属中学校音楽部 関東 千葉 松戸市立第一中学校合唱部

60 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 東北 福島 郡山市立郡山第一中学校混声合唱団 中国 島根 島根大学教育学部附属中学校コーラス部

61 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 東北 山形 鶴岡市立鶴岡第一中学校合唱部 東北 福島 福島市立福島第一中学校合唱部

62 中国 島根 斐川町立斐川西中学校合唱部 関東 千葉 松戸市立第一中学校合唱部 東北 福島 福島市立福島第一中学校合唱部

63 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 東北 福島 福島市立福島第一中学校合唱部 関東 千葉 松戸市立第一中学校合唱部

64 中国 島根 斐川町立斐川西中学校合唱部 関東 埼玉 春日部市立豊春中学校混声合唱団 東京 東京 町田市立鶴川第二中学校合唱団

65 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 関東 神奈川 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校東北 福島 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団

66 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 中部 三重 三重大学教育学部附属中学校音楽部

67 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 中部 愛知 名古屋市立猪高中学校合唱部

68 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団 東北 福島 郡山市立郡山第二中学校合唱部 東京 東京 町田市立鶴川第二中学校合唱団

69 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団 関東 千葉 市川市立第五中学校合唱部 東京 東京 町田市立鶴川第二中学校合唱団
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中学校部門同声

40

41

42

43

44 東京 東京 聖ドミニコ学園中学校音楽部 四国 徳島 鴨島町立鴨島第一中学校合唱部 東北 秋田 本荘市立南中学校合唱部

45 九州 佐賀 佐賀市立鍋島中学校合唱部 東京 東京 町田市立堺中学校合唱部 関西 兵庫 武庫川中学校コーラス部

46 九州 佐賀 佐賀市立鍋島中学校合唱部 関東 埼玉 蕨市立第一中学校音楽部 九州 宮崎 宮崎市立大淀中学校合唱部

47 東北 青森 八戸市立白銀南中学校合唱部 四国 徳島 鴨島町立鴨島第一中学校合唱部 関東 埼玉 秩父市立秩父第一中学校コーラス部

48 東北 福島 常葉町立常葉中学校合唱部 関東 栃木 宇都宮市立雀宮中学校合唱部 関西 兵庫 武庫川女子大学附属中学校コーラス部

49 東北 青森 八戸市立根城中学校合唱部 東北 福島 常葉町立常葉中学校合唱部 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部

50 東北 青森 八戸市立根城中学校合唱部 東北 福島 常葉町立常葉中学校合唱部 中国 島根 出雲市立第二中学校合唱部

51 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 関西 大阪 大阪市立阪南中学校合唱部 関東 埼玉 大井町立大井中学校音楽部

52 東北 青森 八戸市立根城中学校合唱部 関東 埼玉 大井町立大井中学校音楽部 九州 福岡 明治学園中学校コーラス部

53 中部 愛知 岡崎市立六ッ美北中学校合唱部 関東 埼玉 秩父市立秩父第二中学校合唱部 東北 福島 常葉町立常葉中学校合唱部

54 東北 青森 八戸市立根城中学校合唱部 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 中部 愛知 岡崎市立六ッ美北中学校合唱部

55 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 関東 埼玉 岩槻市立城南中学校合唱団 関東 埼玉 秩父市立秩父第二中学校合唱部

56 関東 埼玉 岩槻市立城南中学校合唱団 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 関西 兵庫 武庫川女子大学附属中学校コーラス部

57 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 東北 福島 会津若松市立第二中学校合唱部

58 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 東北 福島 会津坂下町立第一中学校特設合唱部 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部

59 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 東北 福島 会津坂下町立第一中学校特設合唱部 中部 福井 鯖江市中央中学校合唱部

60 関東 神奈川 清泉女学院中学音楽部 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 東京 東京 國學院大學久我山中学校

61 関西 大阪 岸和田市立桜台中学校合唱団 関西 兵庫 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 中部 愛知 名古屋市立桜山中学校コーラス部

62 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部 関東 埼玉 栄東中学校コーラス部 九州 熊本 熊本市立錦ケ丘中学校合唱部

63 関東 神奈川 清泉女学院中学音楽部 東北 秋田 秋田市立秋田東中学校合唱団 中国 島根 出雲市立第一中学校合唱部

64 東京 東京 豊島岡女子学園中学校コーラス部 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校合唱部

65 関東 埼玉 栄東中学校コーラス部 関東 栃木 宇都宮市立陽南中学校合唱部 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部

66 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校女声合唱団 東北 福島 会津若松市立第四中学校合唱部 東京 東京 大妻中野中学校合唱部

67 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校女声合唱団 九州 熊本 山鹿市立山鹿中学校合唱部 関東 神奈川 清泉女学院中学音楽部

68 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校女声合唱団 北海道 北海道 札幌市立真栄中学校合唱部 関東 栃木 那須塩原市立三島中学校合唱部

69 東北 福島 郡山市立郡山第五中学校女声合唱団 九州 熊本 熊本市立帯山中学校コーラス部 東北 山形 鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部
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一般部門Ａグループ

40 東京 東京 クロスロード・レディース・アンサンブル 東京 東京 L.S.O.T.シニア・コア

41 東京 東京 L.S.O.T.シニア・コア 東京 東京 クール・リヴィエール

42 東京 東京 女声合唱団るふらん 東京 東京 コロ・フォンテ

43 東京 東京 コロ・フォンテ

44 東京 東京 女声合唱団るふらん 東京 東京 コロ・フォンテ

45 中部 岐阜 合唱団ＭＩＷＯ 東京 東京 コロ・フォンテ 関東 神奈川 マルベリー・クワイア

46 東京 東京 女声合唱団るふらん 中部 岐阜 合唱団ＭＩＷＯ 東京 東京 コロ・フォンテ

47 東京 東京 女声合唱団るふらん 中部 岐阜 合唱団ＭＩＷＯ 中部 愛知 ヴォーチ・アミーケ

48 中部 岐阜 合唱団ＭＩＷＯ 東北 岩手 女声合唱団フィオーレ 関東 山梨 女声アンサンブルJuri

49 中部 岐阜 合唱団ＭＩＷＯ 関西 兵庫 伊丹混声合唱団 四国 徳島 徳島合唱団

50 東京 東京 合唱団ゆうか 東北 宮城 合唱団Pálinka 関東 神奈川 マルベリー・クワイア

51 関東 神奈川 マルベリー・クワイア 東京 東京 合唱団ゆうか 関東 神奈川 マルベリー・チェンバークワイア

52 関東 山梨 女声アンサンブルJuri 関東 神奈川 マルベリー・クワイア 中部 岐阜 Ensemble F

53 関東 山梨 女声アンサンブルJuri 東京 東京 CANTUS ANIMAE 関西 大阪 創価学会関西男声合唱団

54 関東 埼玉 VOX GAUDIOSA 東北 福島 会津混声合唱団 東京 東京 CANTUS ANIMAE

55 関東 埼玉 室内合唱団VOX GAUDIOSA 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 関東 埼玉 Brilliant Harmony

56 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 関西 奈良 Chœur Chêne 東北 福島 会津混声合唱団

57 東北 福島 会津混声合唱団 関東 神奈川 マルベリー・チェンバークワイア 関西 奈良 Chœur Chêne

58 東京 東京 CANTUS ANIMAE 東北 福島 会津混声合唱団 関西 奈良 Chœur Chêne

59 東京 東京 CANTUS ANIMAE 関西 奈良 Chœur Chêne 中部 長野 合唱団まい

60 関西 奈良 Chœur Chêne 東京 東京 CANTUS ANIMAE 東北 福島 会津混声合唱団

61 関西 奈良 Chœur Chêne 東京 東京 Combinir di Corista 東京 東京 CANTUS ANIMAE

62 東京 東京 Combinir di Corista 関西 奈良 Chœur Chêne 関西 京都 アンサンブルVine

63 東京 東京 Combinir di Corista 東京 東京 harmonia ensemble 関西 奈良 Chœur Chêne

64 東京 東京 Combinir di Corista 東京 東京 harmonia ensemble 関東 神奈川 マルベリー・チェンバークワイア

65 東京 東京 Combinir di Corista 東京 東京 杉並学院・菊華混声合唱団 関西 京都 アンサンブルVine

一般部門Ｂグループ

40 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 関西 京都 合唱団京都エコー 中部 愛知 クール・ジョワイエ

41 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 中部 愛知 クール・ジョワイエ

42 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 東京 東京 大久保混声合唱団

43 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 東京 東京 コーロ・カロス

44 関西 京都 合唱団京都エコー 関西 大阪 豊中混声合唱団 関西 兵庫 神戸中央合唱団

45 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 関東 千葉 女声合唱団青い鳥

46 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 コーロ・カロス

47 東京 東京 合唱団ＯＭＰ 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 コーロ・カロス

48 関西 京都 合唱団京都エコー 中部 三重 合唱団「うたおに」 東京 東京 Don Kusak合唱団

49 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 大久保混声合唱団 中部 三重 合唱団「うたおに」

50 中部 三重 合唱団「うたおに」 関西 京都 合唱団京都エコー 中国 広島 合唱団ある

51 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 大久保混声合唱団 中部 岐阜 合唱団”まりもあ”

52 関西 京都 合唱団京都エコー 東京 東京 大久保混声合唱団 東京 東京 合唱団ゆうか

53 東京 東京 合唱団ゆうか 関西 大阪 なにわコラリアーズ 東京 東京 大久保混声合唱団

54 関西 大阪 なにわコラリアーズ 中部 愛知 合唱団ノース・エコー 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー

55 東京 東京 Gaia Philharmonic Choir 関西 大阪 なにわコラリアーズ 北海道 北海道 枝幸ジュニア合唱団

56 東京 東京 大久保混声合唱団 関西 大阪 なにわコラリアーズ 関西 兵庫 混声合唱団はもーるKOBE

57 関西 大阪 なにわコラリアーズ 東京 東京 大久保混声合唱団 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー

58 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 関西 大阪 なにわコラリアーズ 東北 宮城 宮城三女高ＯＧ合唱団

59 中部 愛知 岡崎混声合唱団 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 関西 大阪 なにわコラリアーズ

60 関西 大阪 なにわコラリアーズ 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 東京 東京 創価学会しなの合唱団

61 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 九州 佐賀 MODOKI 中部 愛知 岡崎混声合唱団

62 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず

63 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず

64 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 東京 東京 CANTUS ANIMAE 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず

65 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず 東京 東京 CANTUS ANIMAE 中部 愛知 岡崎混声合唱団

一般室内部門

66 九州 佐賀 女声合唱団ソレイユ 関西 京都 アンサンブルVine 東北 福島 L’Aube des Temps

67 九州 佐賀 女声合唱団ソレイユ 関東 神奈川 La Pura Fuente 関東 神奈川 マルベリー・クワイア

68 九州 佐賀 女声合唱団ソレイユ 関西 京都 アンサンブルVine 東京 東京 杉並学院・菊華女声合唱団

69 九州 佐賀 女声合唱団ソレイユ 関東 神奈川 マルベリー・チェンバークワイア 関西 京都 アンサンブルVine
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一般同声部門

66 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず 中国 島根 女声合唱団フィオーリ 東京 東京 創価学会しなの合唱団

67 中部 愛知 HIKARI BRILLANTE 東京 東京 創価学会しなの合唱団 関西 大阪 メンズ・ウィード

68 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず 中部 愛知 HIKARI BRILLANTE 東京 東京 創価学会しなの合唱団

69 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず 東京 東京 インターカレッジ男声合唱団　Voces Veritas 中部 愛知 HIKARI BRILLANTE
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一般混声部門

66 東京 東京 CANTUS ANIMAE 中部 三重 ヴォーカルアンサンブル《EST》 関西 大阪 新日鐵住金混声合唱団

67 東京 東京 CANTUS ANIMAE 九州 佐賀 MODOKI 関西 奈良 Chœur Chêne

68 九州 佐賀 MODOKI 東北 宮城 グリーン・ウッド・ハーモニー 中部 愛知 岡崎混声合唱団

69 九州 佐賀 MODOKI 関西 奈良 Chœur Chêne 東京 東京 Combinir di Corista
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職場部門

40 関西 大阪 大和銀行合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団

41 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団

42 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団

43 関西 大阪 住友金属混声合唱団

44 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団

45 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

46 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団

47 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団

48 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団 北海道 北海道 北海道銀行合唱団

49 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団 関東 茨城 日立製作所日立工場合唱団

50 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団

51 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関東 茨城 日立製作所日立工場合唱団

52 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関東 茨城 日立製作所日立工場合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団

53 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関東 茨城 日立製作所日立工場合唱団

54 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 大和銀行合唱団

55 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 関東 茨城 日立製作所日立工場合唱団

56 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 北海道 北海道 北海道銀行合唱団

57 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

58 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

59 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 松下中央合唱団 北海道 北海道 北海道銀行合唱団

60 関西 大阪 松下中央合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

61 関西 大阪 住友金属混声合唱団 関西 大阪 パナソニック合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

62 関西 大阪 住友金属混声合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」 関西 大阪 パナソニック合唱団

63 関西 大阪 パナソニック合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団 東北 福島 福島県庁混声合唱団「きびたき」

64 関西 大阪 パナソニック合唱団 関西 大阪 住友金属混声合唱団 北海道 北海道 札幌市役所声友会合唱団

65 関西 大阪 新日鐵住金混声合唱団 関西 大阪 パナソニック合唱団 東　京 東　京 日立コール・システム・プラザ

大学部門

40 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

41 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

42 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

43 関東 千葉 千葉大学合唱団 北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会

44 関東 千葉 千葉大学合唱団 関東 栃木 宇都宮大学混声合唱団 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

45 関西 京都 京都産業大学グリークラブ 関東 千葉 千葉大学合唱団 関東 栃木 宇都宮大学混声合唱団

46 関東 千葉 千葉大学合唱団 関東 栃木 宇都宮大学混声合唱団 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

47 関東 千葉 千葉大学合唱団 関西 京都 京都産業大学グリークラブ

48 関西 京都 京都産業大学グリークラブ 関東 山梨 山梨大学合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

49 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会 四国 愛媛 愛媛大学合唱団

関東 神奈川 鎌倉女子大学合唱団

北海道 北海道 北海道大学合唱団（男声） 関東 静岡 静岡大学混声合唱団

関東 神奈川 鎌倉女子大学合唱団 東北 秋田 秋田大学混声合唱団Ａ．Ｃhoir

関東 山梨 山梨大学合唱団 北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会

関東 茨城 流通経済大学合唱団 北海道 北海道 北海道大学合唱団（男声）

東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会

北海道 北海道 北海道大学合唱団（男声） 関東 新潟 新大室内合唱団

関東 静岡 静岡大学混声合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 中部 岐阜 岐阜大学コーラスクラブ

東京 東京 立正大学グリークラブ 北海道 北海道 北海道大学合唱団（男声）

関西 京都 同志社混声合唱団こまくさ 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団 東京 東京 早稲田大学コール・フリューゲル 東京 東京 立正大学グリークラブ

関西 京都 同志社混声合唱団こまくさ 北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団 東京 東京 立正大学グリークラブ

北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団 東京 東京 立正大学グリークラブ

九州 福岡 福岡教育大学混声合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

東京 東京 立正大学グリークラブ 九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団

北海道 北海道 札幌大谷短期大学輪声会 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

東京 東京 早稲田大学コール・フリューゲル 九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団

関東 新潟 新潟大学合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

東京 東京 早稲田大学コール・フリューゲル 九州 宮崎 宮崎女子短期大学合唱団

東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 北海道 北海道 北海道大学混声合唱団

61 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 中部 石川 金沢大学合唱団 九州 福岡 福岡教育大学混声合唱団

62 関東 山梨 都留文科大学合唱団 九州 宮崎 宮崎学園短期大学合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

63 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 中部 愛知 金城学院大学グリークラブ

64 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 中部 愛知 金城学院大学グリークラブ

65 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 東北 宮城 東北福祉大学混声合唱団 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス

大学・ユース部門

66 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コールクライネス 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 関東 山梨 都留文科大学合唱団

67 関東 山梨 都留文科大学合唱団 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 九　州 福　岡 九大混声合唱団

68 関東 山梨 都留文科大学合唱団 関　西 京　都 G. U. Choir 北海道 北海道 北海道大学合唱団

69 関西 兵庫 関西学院グリークラブ 中　部 愛　知 混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ 関東 山梨 都留文科大学合唱団
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