
第１回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 平成24年3月25日（日）

小学校・中学校部門

順位 渡辺 三郎 雨森 文也 移川 澄也 片野 秀俊 竹内 秀男 総合順位 賞

1 宇都宮陽南 焼津港 栄東 東新潟 東新潟 [12]栄東中学校コーラス部 金

2 市原 栄東 星野学園 栄東 栄東 [04]星野学園中学校 金

3 栄東 宇都宮陽南 焼津港 三島 春日部豊春 [08]焼津市立港中学校混声合唱団 金

4 新潟宮浦 三島 春日部豊春 春日部豊春 新潟宮浦 [07]新潟市立東新潟中学校合唱部 金

5 星野学園 春日部豊春 山梨英和 新潟宮浦 南毛利藤塚 [14]春日部市立豊春中学校混声合唱団 金

6 春日部豊春 新潟宮浦 牛久第一 星野学園 星野学園 [01]新潟市立宮浦中学校合唱部 金

7 海老沼小 海老沼小 東新潟 宇都宮陽南 牛久第一 [09]宇都宮市立陽南中学校合唱部 銀

8 三島 牛久第一 群馬大附属 焼津港 市原 [06]那須塩原市立三島中学校 銀

9 焼津港 南毛利藤塚 新潟宮浦 山梨英和 宇都宮陽南 [11]市原市立市原中学校 銀

10 東新潟 市原 三島 牛久第一 焼津港 [15]さいたま市立海老沼小学校合唱部 銀

11 南毛利藤塚 松戸第一 竹園東 竹園東 海老沼小 [02]厚木市立南毛利中学校・厚木市立藤塚中学校合唱部 銀

12 牛久第一 星野学園 松戸第一 松戸第一 山梨英和 [10]牛久市立牛久第一中学校混声合唱団 銀

13 松戸第一 東新潟 海老沼小 南毛利藤塚 松戸第一 [03]山梨英和中学校聖歌隊 銅

14 竹園東 群馬大附属 市原 市原 竹園東 [13]松戸市立第一中学校合唱部 銅

15 山梨英和 山梨英和 宇都宮陽南 海老沼小 三島 [05]つくば市立竹園東中学校混声合唱団 銅

16 群馬大附属 竹園東 南毛利藤塚 群馬大附属 群馬大附属 [16]群馬大学教育学部附属中学校音楽部 銅

高等学校部門

順位 渡辺 三郎 雨森 文也 移川 澄也 片野 秀俊 竹内 秀男 総合順位 賞

1 星野A 船橋 県立浦和B 県立浦和B 千葉女子 [09]星野高等学校音楽部 A 金

2 敬和学園 浜松市立 星野A 富岡東 星野A [10]千葉県立千葉女子高等学校合唱部 金

3 星野B 山梨吉田 山梨英和 千葉女子 星野B [06]星野高等学校音楽部 B 金

4 富岡東 藤枝順心B 藤枝順心B 浜松市立 船橋 [02]埼玉県立浦和高等学校グリークラブ B 金

5 朝鮮初中高 富岡東 星野B 山梨吉田 山梨吉田 [18]群馬県立富岡東高等学校音楽部 金

6 前橋女子 星野A 富岡東 星野A 前橋女子 [05]千葉県立船橋高等学校合唱部 金

7 山梨吉田 甲斐清和 浜松市立 星野B 富岡東 [15]浜松市立高等学校合唱団 金

8 千葉女子 千葉女子 県立浦和A 甲斐清和 県立浦和B [14]山梨県立吉田高等学校音楽部 金

9 真岡女子 星野B 千葉女子 真岡女子 県立浦和A [07]群馬県立前橋女子高等学校音楽部 銀

10 山梨英和 県立浦和A 真岡女子 県立浦和A 真岡女子 [04]埼玉県立浦和高等学校グリークラブ A 銀

11 浜松市立 敬和学園 前橋女子 前橋女子 朝鮮初中高 [08]栃木県立真岡女子高等学校合唱部 銀

12 藤枝順心B 前橋女子 山梨吉田 船橋 敬和学園 [16]敬和学園高等学校声楽部 銀

13 県立浦和A 真岡女子 朝鮮初中高 敬和学園 山梨英和 [03]茨城朝鮮初中高級学校コーラス部 銅

14 県立浦和B 藤枝順心A 敬和学園 大田原女子 甲斐清和 [13]山梨英和高等学校聖歌隊 銅

15 船橋 県立浦和B 甲斐清和 朝鮮初中高 大田原女子 [01]藤枝順心高等学校コーラス部 B 銅

16 甲斐清和 山梨英和 大田原女子 藤枝順心B 浜松市立 [11]甲斐清和高等学校合唱部 銅

17 藤枝順心A 朝鮮初中高 船橋 藤枝順心A 藤枝順心A [17]栃木県立大田原女子高等学校合唱部 銅

18 大田原女子 大田原女子 藤枝順心A 山梨英和 藤枝順心B [12]藤枝順心高等学校コーラス部 A 銅

一般部門

順位 渡辺 三郎 雨森 文也 移川 澄也 片野 秀俊 竹内 秀男 総合順位 賞

1 Relax エテルナ Relax ＦＩＯＲＥ Relax [09]Paradise Relax 金

2 新潟フィル バロンズ 新潟フィル 新潟フィル 越の国 [13]新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル 金

3 エテルナ 越の国 バロンズ 越の国 新潟フィル [15]混声合唱団ルックスエテルナ 金

4 越の国 ＦＩＯＲＥ ＦＩＯＲＥ エテルナ Oｌive [14]越の国室内合唱団 VOX ORATTA 金

5 明野 Relax エテルナ Relax フリーダム [07]バロンズ・エイト 銀

6 ｗｉｔｈ ｗｉｔｈ 越の国 ｗｉｔｈ バロンズ [06]VOCE ARMONICA ＦＩＯＲＥＮＴＥ 銀

7 Ｃｈａｍｂ フリーダム Oｌive フリーダム Ｃｈａｍｂ [01]女声アンサンブルｗｉｔｈ 銀

8 ＦＩＯＲＥ 新潟フィル Ｃｈａｍｂ Ｃｈａｍｂ みさと [04]かながわフリーダム・シンガーズ 銀

9 フリーダム Ｃｈａｍｂ フリーダム バロンズ あひる会 [02]ＨＡＭＡＭＡＴＳＵ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｃｈｏｉｒ 銀

10 バロンズ あひる会 みさと 鎌倉さくら ＦＩＯＲＥ [10]女声アンサンブルOｌive 銅

11 Oｌive 明野 鎌倉さくら Oｌive エテルナ [11]あひる会合唱団 銅

12 あひる会 みさと あひる会 あひる会 鎌倉さくら [08]アンサンブルみさと 銅

13 みさと 鎌倉さくら 明野 みさと 平塚ジュニ [05]鎌倉さくらコーラス 銅

14 鎌倉さくら Oｌive ｗｉｔｈ 明野 ｗｉｔｈ [12]明野少年少女合唱団 銅

15 平塚ジュニ 平塚ジュニ 平塚ジュニ 平塚ジュニ 明野 [03]平塚ジュニアコール 銅


