
第71回関東合唱コンクール 平成28年9月18日（日）

高　校　部　門　Ａ

順位 片野　秀俊 澤畑　恵美 鈴木　茂明 長谷川　冴子 本山　秀毅 総合順位 賞 代表

1 国府台女子 キリスト教 藤枝順心 栃木黒磯 清泉女学院 [24]栃木県立黒磯高等学校合唱部 金 ○

2 山梨市川 伊奈学園 栃木黒磯 藤枝順心 大田原女子 [09]国府台女子学院合唱部 金 ○

3 渋川女子 渋川女子 土浦第二 山梨甲府南 敬和学園 [15]山梨県立市川高等学校音楽部 金

4 大田原女子 山梨市川 渋川女子 松戸 栃木真岡女 [20]群馬県立渋川女子高等学校コーラス部 金

5 清泉女学院 国府台女子 大田原女子 国府台女子 日本女子 [16]藤枝順心中学校・高等学校コーラス部 金

6 足利女子 栃木黒磯 足利女子 栃木真岡女 伊奈学園 [07]栃木県立大田原女子高等学校 金

7 千葉船橋 山梨英和 山梨甲府南 渋川女子 山梨甲府南 [23]山梨県立甲府南高等学校音楽部 金

8 伊奈学園 山梨甲府南 国府台女子 敬和学園 栃木黒磯 [04]清泉女学院高等学校音楽部 金

9 藤枝順心 敬和学園 敬和学園 伊奈学園 千葉船橋 [08]敬和学園高等学校混声合唱部 金

10 栃木真岡女 清泉女学院 栃木真岡女 山梨市川 山梨市川 [17]栃木県立足利女子高等学校合唱部 銀

11 キリスト教 松戸 清泉女学院 大田原女子 国府台女子 [05]栃木県立真岡女子高等学校合唱部 銀

12 山梨英和 日本女子 日本女子 千葉船橋 足利女子 [02]日本女子大学附属高等学校コーラスクラブ 銀

13 敬和学園 千葉船橋 千葉船橋 静岡三島北 渋川女子 [11]埼玉県立伊奈学園総合高等学校音楽部 銀

14 沼田女子 足利女子 伊奈学園 清泉女学院 土浦第二 [06]千葉県立船橋高等学校合唱部 銀

15 栃木黒磯 藤枝順心 山梨市川 日本女子 キリスト教 [22]茨城キリスト教学園高等学校コーラス部 銀

16 松戸 静岡三島北 沼田女子 キリスト教 藤枝順心 [12]山梨英和高等学校聖歌隊 銀

17 神奈川学園 土浦第二 山梨英和 新潟高田 新潟高田 [13]松戸市立松戸高等学校合唱部 銀

18 山梨甲府南 新潟高田 キリスト教 足利女子 松戸 [21]茨城県立土浦第二高等学校　合唱部「女声」 銀

19 土浦第二 神奈川学園 松戸 神奈川学園 静岡三島北 [14]静岡県立三島北高等学校音楽部 銅

20 日本女子 沼田女子 神奈川学園 山梨英和 浜松北 [01]新潟県立高田高等学校合唱部 銅

21 静岡三島北 栃木真岡女 静岡三島北 土浦第二 神奈川学園 [18]神奈川学園中学・高等学校女声合唱団 銅

22 新潟高田 大田原女子 浜松北 山梨甲府西 山梨英和 [19]群馬県立沼田女子高等学校　声楽部 銅

23 山梨甲府西 山梨甲府西 新潟高田 浜松北 沼田女子 [03]山梨県立甲府西高等学校音楽部 銅

24 浜松北 浜松北 山梨甲府西 沼田女子 山梨甲府西 [10]静岡県立浜松北高等学校合唱部 銅

高　校　部　門　Ｂ

順位 片野　秀俊 澤畑　恵美 鈴木　茂明 長谷川　冴子 本山　秀毅 総合順位 賞 代表

1 松山女子 新潟中央 浦和第一女 埼玉大宮 松山女子 [14]埼玉県立松山女子高等学校音楽部 金 ○ 支部長賞

2 星野 松山女子 千葉女子 松山女子 幕張総合 [21]埼玉県立浦和第一女子高等学校 音楽部 金 ○

3 北鎌倉女子 神奈川湘南 埼玉大宮 浦和第一女 千葉女子 [13]星野高等学校音楽部 金 ○

4 埼玉浦和 幕張総合 松山女子 浜松市立 浦和第一女 [10]千葉県立幕張総合高等学校合唱団 金 ○

5 高崎女子 埼玉大宮 星野 星野 叡明 [07]千葉県立千葉女子高等学校合唱部 金 ○

6 浦和第一女 埼玉松伏 埼玉松伏 埼玉浦和 神奈川湘南 [18]埼玉県立大宮高等学校音楽部 金 ○

7 叡明 桐光学園 埼玉浦和 埼玉松伏 埼玉松伏 [08]埼玉県立松伏高等学校合唱部 金

8 神奈川湘南 叡明 神奈川湘南 幕張総合 埼玉浦和 [09]埼玉県立浦和高等学校グリークラブ 銀

9 千葉女子 星野 幕張総合 新潟中央 星野 [19]神奈川県立湘南高等学校合唱部 銀

10 幕張総合 千葉女子 茨城水戸二 千葉女子 桐光学園 [20]叡明高等学校混声合唱団 銀

11 茨城水戸二 埼玉浦和 叡明 茨城水戸二 新潟中央 [05]新潟県立新潟中央高等学校コーラス部 銀

12 埼玉松伏 桐蔭学園 大宮光陵 高崎女子 宇都宮女子 [11]桐光学園中学高等学校合唱部 銀

13 埼玉大宮 宇都宮女子 北鎌倉女子 大宮光陵 大宮光陵 [06]浜松市立高等学校合唱団 銀

14 大宮光陵 浦和第一女 高崎女子 神奈川湘南 浜松市立 [01]茨城県立水戸第二高等学校コーラス部 銀

15 前橋女子 大宮光陵 新潟中央 宇都宮女子 桐蔭学園 [04]埼玉県立大宮光陵高等学校合唱団 銅

16 甲斐清和 浜松市立 浜松市立 叡明 高崎女子 [03]北鎌倉女子学園コーラス部 銅

17 桐光学園 北鎌倉女子 前橋女子 北鎌倉女子 茨城水戸二 [02]群馬県立高崎女子高等学校音楽部 銅

18 浜松市立 高崎女子 桐光学園 前橋女子 前橋女子 [12]栃木県立宇都宮女子高等学校合唱部 銅

19 宇都宮女子 甲斐清和 桐蔭学園 桐光学園 埼玉大宮 [17]群馬県立前橋女子高等学校音楽部 銅

20 桐蔭学園 茨城水戸二 宇都宮女子 甲斐清和 北鎌倉女子 [16]桐蔭学園混声合唱部 銅

21 新潟中央 前橋女子 甲斐清和 桐蔭学園 甲斐清和 [15]甲斐清和高等学校 合唱部 銅


