
団体名 地域 動画／生 編成 人数 指揮者 ピアニスト 曲１ 曲１　作詞者 曲１　作曲者 編曲者 曲２ 曲2　作詞者 曲２　作曲者 編曲者

Ⅰ

1 グラントワ・ユース・コール 島根県益田市 生出演 児童 17 伊藤里香 三浦裕子 さんぽ 中川李枝子 久石譲 横山潤子 翼をください 山上路夫 村井邦彦 横山潤子

2 あんさんぶる　めい 群馬県 動画 女声 13 横山琢哉 江原葵 ジグザグな屋根の下で やなせたかし 信長貴富

3 宇都宮合唱倶楽部 栃木県 動画 混声 20 －－ 久保亜未
三世代のための二部合唱曲集「白いうた青いうた」
から「ぼくという名のひとり」「恐竜広場」「南海譜」

谷川 雁 新実 徳英

4 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 埼玉県 動画 女声 111 吉田みどり －－ Ave Maria GUSTAV HOLST
無伴奏女声合唱による日本名歌集
ノスタルジアから「村の鍛冶屋」

不詳 不詳 信長貴富

5 合唱団ななお 島根県益田市 生出演 混声 23 山田　忠幸 斎藤　恵子 マイ　バラード 松井　孝夫 松井　孝夫 松井　孝夫 ほらね、 いとうけいし まつしたこう

6 飛夢合唱団 中国　寧波 動画 男声 46/34 張桀 王霞 「竜の継承者」（Descendant of the Dragon） 候徳健 候徳健 任策 「昴」 谷村新司 谷村新司 池辺晋一郎

Ⅱ

7 島根県立大社高等学校合唱部 島根県出雲市 生出演 混声 17 須田　司 －－ 立石寺にて 松尾芭蕉 丸尾喜久子 T-OUTUA Ironim Ikuzanim 山下　祐加

8 ともシン合唱団 大分県 動画 混声 20 寺嶋陸也
古賀美代子
後藤秀樹

ともだちシンフォニー 佐藤義美 寺嶋陸也

9 女声合唱団　青い鳥 東京 動画 女声 22 －－ －－ Aoi Tori 国枝春恵 国枝春恵 みえないはばたき 木島始 信長貴富

10 島根県立浜田高等学校合唱部 島根県浜田市 動画 混声 22 勝部俊一郎 勝部奈緒
無伴奏混声合唱小品集「雲は雲のままに流れ」から
「歩くうた」

谷川　俊太郎 信長　貴富 ほらね、 いとうけいし まつしたこう

11 はるか 東京都 動画 女声 21 藤井宏樹 寺嶋陸也 トンカ・ジョン　女声合唱のための　月夜の家 北原白秋 寺嶋陸也
トンカ・ジョン　女声合唱のための 二
重虹

北原白秋 寺嶋陸也

12 混声合唱団「樹」／時計台交流合唱団 北海道 動画 混声 21/61
横山直樹
斎藤佐保子

－－
Ave  Christe Immolate
邦訳：めでたしキリストよ

Josquin des Prez
To Live
邦訳：生きる

谷川俊太郎 松下耕

13 山口市立平川小学校合唱団 山口県 生出演 児童 32 末廣めぐみ 刀根由貴子
二部合唱のための６つのソング　うたうたう　から「空
の端っこ」

宮本益光 信長　貴富 クラスメイト 金子佑大 寺嶋陸也

Ⅲ

14 ヴォーカルアンサンブル　レザミデュソン 島根県益田市 動画 女声 13 永田　瑛子 沖田　光子 ウェディング・ベル 古田　喜昭 古田　喜昭 さいはひはここに～祝婚三首～ 栗原寛 （短歌） 田中達也

15 沖縄・名護ジュニアコーラス 沖縄県 動画 児童 36 野原樹子 －－
無伴奏（同声）合唱のための「7つの子どもの歌」から
「てぃんさぐぬ花」

沖縄のわらべうた 沖縄のわらべうた 信長貴富
少年少女｜女声のための合唱組曲
「沖縄子ども遊び歌」から「ぬすどぅ
どーい」

沖縄のわらべうたより 中村　透

16 女声合唱団　彩 東京都 動画 女声 28 －－ 寺嶋陸也
茨木のり子の詩による女声合唱曲集「道しるべ」より
十二月のうた

茨木のり子 寺嶋陸也
女声合唱とピアノのために「風と光の
歌」　より 　窓

新美南吉 寺嶋陸也

17 いわみ合唱塾ティーンズ・プロジェクト NEXT CHOIR 島根県西部 動画＆生 混声 4 横山琢哉 櫻井初花 信じる 谷川俊太郎 松下耕

18 樹の会ユースクワイア～奏（ルビ：かなみ）～ 東京都・山梨県 動画 混声 46 藤井宏樹
浅井道子
五味貴秋

「三つのバスク民謡」からLolo ナバラ民謡 ナバラ民謡 寺嶋　陸也
混声合唱と2台のピアノのための「交
聲詩　海」からⅢ

宗　左近 三善　晃

19 栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 栃木県 動画 女声 29 吉岡訓子 久保亜未 道化師のソネット さだまさし さだまさし 松下耕 いつも何度でも 覚和歌子 木村弓 竹内一樹

20 ソウル・モテト・ユース・クワイア 韓国　ソウル 動画 混声 Hyungsoo Kim Hyojin Kim You do not walk alone Traditional Irish Blessing Elaine Hagenberg

21 島根県立松江北高等学校合唱部 島根県松江市 生出演 混声 19 井上　大祐 －－
無伴奏混声合唱曲集 Ten songs－世界のエレメント
－から10.生命（ﾌﾘｶﾞﾅ：いのち）の音～歌声

みなづきみのり 山下祐加
混声合唱のための コスミック･エレ
ジー からⅢ．わが抒情詩

草野心平 千原英喜

Ⅳ

22 グラントワ合唱団 島根県益田市 生出演 混声 47 山﨑　勝 渡邉　直子
混声合唱とピアノのための組曲「ある真夜中に」より
寂庵の祈り

瀬戸内寂聴 千原英喜 ありがとうの花束 岡山　真子 山下　祐加

23 Mint Flavours（ミント・フレイバーズ） 神奈川県 動画 女声 22 西由起子 鈴木彩音 いのちの歌 Miyabi（竹内まりや） 村松 崇継 西村 翼

24 鶴岡土曜会混声合唱団 山形県 動画 混声 55 柿﨑泰裕 渕上千里 Sicut cervus　「鹿の如く」 Ｐａｌｅｓｔｒｉｎａ
昭和歌謡に見る四つの群像による組
曲「若者たち」から　若者たち

藤田敏雄 佐藤　勝 信長貴富

25 松江プラバ少年少女合唱隊＆Pure Blueberry 島根県松江市 動画 児童 62 渡邊志津子 代　香織 虹のむこうに 坂田　修 坂田　修 星影のエール GReeeeN GReeeeN
島田昌典
　（合唱編曲：田
中達也）

26 Youth Choir Aldebaran 東京都 動画 混声 22 佐藤洋人 上杉奈央子 さくら -混声合唱のための- 森山直太朗／御徒町凧 森山直太朗 アベタカヒロ

27 島根県立益田高等学校合唱部 島根県益田市 生出演 女声 14 山田　忠幸 嘉戸　絵理香 えっさっさ 和歌山県のわらべうた 松下　耕
女声合唱曲集「うたをうたうとき」から
「春」

新川和江 信長貴富

28 東京混声合唱団 東京 動画 混声 寺嶋陸也 －－ 「原爆小景」より「水ヲ下サイ」 原民喜 林光

29 栗友会合唱団 東京都 動画 混声 200 横山琢哉 須永真美 君の川柳 詠み人シラーズ 信長貴富 オラトリオ「メサイヤ」より「ハレルヤ」
黙示録19:6, 11:15,
19:16

G.F. ヘンデル

（休憩）

（休憩）

（休憩）


