
第５回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 平成28年3月13日（日）

小学校・中学校部門

順位 相澤 直人 粕谷 宏美 清水 雅彦 鈴木 茂明 藤井 宏樹 総合順位 賞

1 新潟小針 春日部武里 新潟小針 新潟松浜 新潟小針 [13]新潟市立小針中学校合唱部 金

2 専修大松戸 市川第五 市川第五 星が丘 専修大松戸 [12]市川市立第五中学校合唱部 金

3 群馬大附属 新潟松浜 春日部武里 市川第五 若草 [11]春日部市立武里中学校合唱部 金

4 新潟松浜 新潟小針 若草 春日部武里 星が丘 [10]専修大学松戸中学校合唱部 金

5 市川第五 群馬大附属 専修大松戸 新潟小針 市川第五 [14]新潟市立松浜中学校合唱部 金

6 水戸第四 専修大松戸 水戸第四 群馬大附属 宇都宮大附 [05]群馬大学教育学部附属中学校音楽部 銀

7 春日部武里 水戸第四 宇都宮大附 牛久第一 牛久第一 [04]水戸市立第四中学校合唱部 銀

8 牛久第一 宇都宮大附 松戸第一 松戸第一 春日部武里 [01]南アルプス市立若草中学校 音楽部 銀

9 星が丘 若草 群馬大附属 専修大松戸 新潟松浜 [09]宇都宮市立星が丘中学校合唱部 銀

10 若草 松戸第一 新潟松浜 相模原共和 水戸第四 [07]宇都宮大学教育学部附属中学校 銅

11 松戸第四 星が丘 星が丘 水戸第四 群馬大附属 [15]牛久市立牛久第一中学校混声合唱団 銅

12 松戸第一 牛久第一 牛久第一 松戸第四 松戸第一 [06]松戸市立第一中学校合唱部 銅

13 西益津 松戸第四 西益津 宇都宮大附 松戸第四 [08]松戸市立第四中学校 銅

14 相模原共和 西益津 松戸第四 若草 西益津 [02]藤枝市立西益津中学校コーラス部 銅

15 宇都宮大附 相模原共和 相模原共和 西益津 相模原共和 [03]相模原市立共和中学校合唱同好会 銅

高等学校部門

順位 相澤 直人 粕谷 宏美 清水 雅彦 鈴木 茂明 藤井 宏樹 総合順位 賞

1 甲府南 甲府南 高崎女子 星野A 高崎女子 [09]群馬県立高崎女子高等学校音楽部 金 支部長賞

2 真岡女子 星野A 星野 B 真岡女子 星野A [05]星野高等学校音楽部 A 金

3 浜松市立 千葉女子 真岡女子 高崎女子 真岡女子 [19]栃木県立真岡女子高等学校合唱部 金

4 星野 B 山梨英和 星野A 千葉女子 浜松市立 [06]千葉県立千葉女子高等学校合唱部 金

5 高崎女子 甲斐清和 千葉女子 甲府南 千葉女子 [18]山梨県立甲府南高等学校音楽部 金

6 前橋女子 真岡女子 甲府南 星野 B 星野 B [04]星野高等学校音楽部 B 金

7 星野A 星野 B 新潟中央 土浦第二 新潟中央 [16]山梨英和高等学校　聖歌隊 銀

8 千葉女子 高崎女子 専修大松戸 山梨英和 甲府南 [17]甲斐清和高等学校合唱部 銀

9 松戸 宇都宮女子 土浦第二 専修大松戸 甲斐清和 [14]浜松市立高等学校合唱団 銀

10 甲斐清和 専修大松戸 甲斐清和 甲斐清和 前橋女子 [12]新潟県立新潟中央高等学校コーラス部 銀

11 山梨英和 松戸 山梨英和 前橋女子 韮山 [08]専修大学松戸中学高等学校合唱部 銀

12 掛川西 昭和学院 昭和学院 韮山 宇都宮女子 [15]茨城県立土浦第二高等学校合唱部「女声」 銀

13 専修大松戸 新潟中央 浜松市立 掛川西 山梨英和 [02]群馬県立前橋女子高等学校音楽部 銀

14 土浦第二 土浦第二 新潟清心女 松戸 松戸 [01]栃木県立宇都宮女子高等学校合唱部 銅

15 宇都宮女子 前橋女子 前橋女子 浜松市立 専修大松戸 [03]松戸市立松戸高等学校合唱部 銅

16 新潟中央 浜松市立 宇都宮女子 新潟中央 新潟清心女 [10]昭和学院高等学校音楽部 銅

17 昭和学院 掛川西 松戸 昭和学院 昭和学院 [07]静岡県立掛川西高等学校音楽部 銅

18 韮山 新潟清心女 掛川西 宇都宮女子 土浦第二 [11]静岡県立韮山高等学校音楽部 銅

19 新潟清心女 韮山 韮山 新潟清心女 掛川西 [13]新潟清心女子高等学校　合唱部 銅

一般部門

順位 相澤 直人 粕谷 宏美 清水 雅彦 鈴木 茂明 藤井 宏樹 総合順位 賞

1 フェアリズ フェアリズ フェアリズ ARMON エテルナ [02]ジュニアコーラス　フェアリーズ 金

2 Utabo エテルナ Utabo エテルナ Utabo [05]ルックスエテルナ 金

3 Relax ARMON エテルナ 新潟フィル Sacra [01]Utabonne 金

4 エテルナ Utabo ARMON Utabo フェアリズ [11]VOCE ARMONICA 金

5 ARMON 新潟フィル 明野 Lucea 明野 [04]北杜市・明野少年少女合唱団 銀

6 明野 Sacra Relax 明野 Lucea [03]新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル 銀

7 With Relax Lucea Sacra Harmó [09]Sacra 銀

8 新潟フィル 明野 With With 新潟フィル [12]Paradise Relax 銀

9 Lucea KV 新潟フィル Harmó With [08]Luceat 銀

10 Harmó With Sacra Relax ARMON [06]女声アンサンブルWith 銅

11 Sacra Lucea Harmó フェアリズ KV [07]Harmónia 銅

12 KV Harmó KV KV Relax [10]KVアンサンブル 銅


