
支部 府県 一般(同声) 人数
全国 北海道 北海道 ＨＢＣ少年少女合唱団 女 48

北海道 北海道 どさんコラリアーズ 男 38

全国 東北 青森 うとう女声合唱団 女 26
東北 宮城 合唱団Pālinka 男
東北 福島 郡山女声合唱団 女 35 県敗退

全国 東京 東京 創価学会しなの合唱団 男 80
東京 東京 女声合唱団ぴゅあはーと 女 25

シード 東京 東京 合唱団お江戸コラリアーず 男 76

全国 関東 千葉 Luna Voce 女 25
全国 関東 神奈川 湘南はまゆう 女 38

関東 埼玉 La Mer 女
関東 静岡 浜松フラウエンコール 女
関東 栃木 コール・キルシェ 女 25 県敗退
関東 神奈川 桐蔭学園「桐響会」 女 28 県敗退
関東 神奈川 緑フラウエンコール 女 40 県敗退
関東 神奈川 女声合唱団「松」 女 40 県敗退
関東 埼玉 Raison detre 女 県敗退
関東 埼玉 女声合唱団　悠はるか 女 県敗退

全国 中部 愛知 HIKARI BRILLANTE 女 90
中部 岐阜 真正少年少女合唱団 女
中部 石川 女声合唱団　杏 女
中部 愛知 クール･ジョワイエ 男 33 県敗退
中部 愛知 豊田市少年少女合唱団 女 38 県敗退
中部 愛知 男声合唱団「響」 男 35 県敗退

関西 大阪 創価学会関西男声合唱団 男 47
関西 大阪 大阪メールクワィアー 男 50

全国 関西 兵庫 女声合唱団はづき 女 31
関西 大阪 コールさわらぎ 女 おかあさん部門
関西 大阪 ハミング・バード 女 おかあさん部門
関西 兵庫 コール・アマービレ 女 おかあさん部門
関西 兵庫 女声合唱団Stella 女 おかあさん部門
関西 兵庫 コーラス・レヴール 女 おかあさん部門
関西 奈良 鹿ノ台アザレアコーラス 女 おかあさん部門

全国 中国 島根 女声合唱団フィオーリ 女
中国 山口 こうる・ソアーヴェ 女

全国 四国 徳島 徳島男声合唱団「響」 男 28
四国 愛媛 カンタービレ カメーリア Cantabile Camelia 女 29

全国 九州 熊本 合唱団 Le Grazie 女 27
九州 鹿児島 Ｓｗｅｅｔ ｐｐ 女 27
九州 熊本 デメーテル男声合唱団 男 37 県敗退

10 男 声合唱団
30 女 声合唱団



支部 府県 一般(ユース) 人数
北海道 北海道 ローズクォーツ　アンサンブル 女 20

全国 北海道 北海道 札幌大谷大学輪声会 女 22
北海道 北海道 北海学園大学グリークラブ 混 24
北海道 北海道 北海道大学混声合唱団 男 67
北海道 北海道 北海道大学合唱団 混 31

東北 青森 弘前大学混声合唱団 混 20
東北 秋田 秋田大学混声合唱団A.Choir
東北 岩手 岩手県立大学混声合唱団
東北 宮城 東北福祉大学混声合唱団
東北 宮城 ジュニア&ユースコーラス“Raw-Ore”

全国 東北 福島 福島大学混声合唱団 47
東北 福島 郡山大女子大学　開成の杜女声合唱団 10

東京 東京 合唱団ぬっく 8
東京 東京 コーラス・インフィニ☆ 14
東京 東京 明星大学文化会混声合唱部 29
東京 東京 大東文化大学混声合唱団 26
東京 東京 立正大学グリークラブ 40
東京 東京 杉並学院グリークラブ 33
東京 東京 創価大学創大銀嶺合唱団 29
東京 東京 早稲田大学コール・フリューゲル 37
東京 東京 Chor Mёｌzel. 12
東京 東京 明治大学グリークラブ 30

全国 東京 東京 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス 130
東京 東京 女声アンサンブル桜組 17
東京 東京 Chor OBANDES 15

全国 関東 山梨 都留文科大学合唱団
全国 関東 静岡 静岡大学混声合唱団

関東 新潟 新潟大学合唱団
関東 千葉 Koris Bumbieri 混 16
関東 栃木 白鴎大学合唱部 混 13
関東 静岡 浜松少年少女合唱団
関東 群馬 共愛学園前橋国際大学合唱団
関東 山梨 北杜市明野少年少女合唱団
関東 神奈川 La Pura Fuente 17
関東 神奈川 TAMA STAR SINGAERS 20
関東 埼玉 合唱団　ａｍｏｒｅ
関東 埼玉 M.I混声合唱団・西武学園文理高等学校合唱部
関東 静岡 アンサンブルfragore 県敗退
関東 新潟 新大室内合唱団 県敗退
関東 千葉 東京理科大学グリークラブ 男 21 県敗退
関東 千葉 Chiba ladies' choir mille foglie 女 14 県敗退
関東 神奈川 鎌倉女子大学合唱団 19 県敗退
関東 神奈川 ユース松林 19 県敗退
関東 埼玉 Ｐａｒａｄｉｓｅ　Ｒｅｌａｘ 県敗退
関東 埼玉 加須J. 県敗退
関東 埼玉 文教大学合唱団コール・リンデ 県敗退
関東 埼玉 彩の国コンソーシアム合唱団 KIRARA☆Miｘed 県敗退
関東 埼玉 跡見学園女子大学合唱団 県敗退

全国 中部 愛知 金城学院大学グリークラブ 女 27
中部 愛知 混声合唱団 名古屋大学コール･グランツェ 混 113
中部 岐阜 岐阜大学コーラスクラブ 混
中部 三重 三重マジャール合唱団 混 21
中部 石川 金沢大学合唱団 混
中部 富山 富山大学合唱団 混
中部 長野 信州大学グリークラブ 男
中部 岐阜 興文混声合唱団 混 県敗退
中部 愛知 合唱団　花集庵 混 17 県敗退
中部 三重 三重大学合唱団 混 48 県敗退
中部 三重 合唱団あかつき 混 36 県敗退



支部 府県 一般(ユース) 人数
関西 大阪 豊中少年少女合唱団
関西 大阪 大阪大学合唱団TEMPEST
関西 大阪 大阪経済大学グリークラブ
関西 大阪 近畿大学文化会グリークラブ
関西 大阪 関西大学グリークラブ
関西 大阪 Orphe Choirs
関西 京都 佛教大学混声合唱団
関西 京都 京都大学グリークラブ
関西 京都 立命館大学メンネルコール
関西 京都 同志社コール・フリューゲル
関西 京都 立命館大学混声合唱団メディックス
関西 京都 龍谷大学混声合唱団ラポール

全国 関西 京都 同志社グリークラブ
全国 関西 京都 G.U.Choir

関西 京都 Tutti
関西 兵庫 男声合唱団 銀河
関西 兵庫 さくら
関西 兵庫 武庫川女子大学コーラス部
関西 兵庫 神戸大学混声合唱団アポロン

シード 関西 兵庫 関西学院グリークラブ
関西 奈良 合唱団ル・グラン
関西 奈良 奈良女子大学音楽部
関西 兵庫 Konan SOLA

全国 中国 島根 島根大学混声合唱団
中国 山口 山口大学混声合唱団
中国 広島 コール・ビビッド
中国 鳥取 鳥取大学混声合唱団フィルコール
中国 岡山 倉敷少年少女合唱団
中国 鳥取 Stars&Greens
中国 島根 うたえもん
中国 岡山 岡山大学男声合唱団コール・ロータス 県敗退
中国 鳥取 米子工業高等専門学校合唱部 県敗退

全国 四国 徳島 徳島大学リーダークライス 混 40
四国 香川 香川大学合唱団 混 55
四国 高知 高知大学合唱団 混 29
四国 愛媛 愛媛大学合唱団 混 42
四国 香川 香川短期大学コーラス部 女 14

全国 九州 福岡 九大混声合唱団
九州 福岡 福岡教育大学混声合唱団
九州 沖縄 colori 女
九州 熊本 合唱団 いひゅうもん 混 17
九州 佐賀 佐賀大学混声合唱団 ｺｰﾛ・ｶﾝﾌｫｰﾗ


