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（２００８年１月１７日更新）

平成19年度
全日本合唱コンクールプログラム

課題曲(中学校部門以外)

[混声]

G1 Valde honorandus est（Giovanni Pierluigi da Palestrina 曲）
G2 Dona nobis pacem（Edvard Grieg 曲）
G3 鼻（「人体詩抄・抄」から）（新川和江 詩・池辺晋一郎 曲）

G4 ”Ｕ”：孤独の迷宮（「五つの母音の冒険」から）（長谷部雅彦 詩・曲）

[男声]

M1 Deus tuorum militum（Constanzo Porta 曲）
M2 Miserere mei Deus（Urmas Sisask 曲）
M3 田植唄（「12のインヴェンション」から）（間宮芳生 曲）

M4 虹（「いつからか野に立つて」から）（高見 順 詩・木下牧子 曲）

[女声]

F1 Domine, non sum dignus（Tomás Luis de Victoria 曲）
F2 Sanctus（｢Missa São Sebastião ｣から）（Heitor Villa-Lobos 曲）
F3 風に寄せて（｢抒情三章｣から）（立原道造 詩・萩原英彦 曲）

F4 悲しみは（「木とともに人とともに」から）（谷川俊太郎 詩・三善 晃 曲）

注：*印は支部大会に出場した団体
順不同
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《北海道支部》(支部大会のみ) 中学・高校：9月17日 大学・職場・一般：10月8日

〈札幌合唱連盟〉

*札幌市北野台中学校 堀口大學詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 露営のともしび ほか
*札幌市手稲東中学校 信長貴富曲｢７つの子ども歌｣から てぃんさぐぬ花 ほか
*札幌市平岡緑中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ひみつ｣から ひみつ ほか
*札幌市あいの里東中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢サーカス｣から 奏楽、道二題
*札幌市上篠路中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER ほか
*札幌市北陽中学校 長田弘詩 松下耕曲 はじめに… ほか
*赤平市赤平中央中学校 ブストー曲 Puer natus est nobis ほか
*札幌市琴似・中島中学校 工藤直子詩 信長貴富曲「おわりのない海」から 海のこころ、海の宇宙
*札幌市栄町中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から あいたくて、はじまり
*北広島市緑陽中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、守る
*札幌市真栄中学校 髙嶋みどり曲｢山中幻想｣から 春、祭
*札幌市あいの里東中学校１年生 バールドシュ曲 カンテムス、軽騎兵の踊り
*岩見沢市緑中学校 ブストー曲｢ Gauaren zergatiaren bila ｣から Zai itxoiten ほか
*岩見沢市光陵中学・長沼町中央長沼中学校 若松歓詩曲 Ｕ＆Ｉ ほか
*北広島市東部中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から よっつのおじゃみうた ほか
*北広島市西部中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
*札幌市福井野中学校 松下耕曲｢湖国うた紀行｣から まゆとり歌、きせない
*苫小牧市沼ノ端中学校 小倉朗曲｢九つの無伴奏女声合唱曲｣から ほたるこい ほか
*札幌市柏中学・札幌市山鼻中学 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
*札幌藻岩高校 G3 スヴィデル曲 Salve Regina
*札幌西陵高校・札幌稲雲高校 G4 オルバーン曲 Ad Nocturnum ほか
*立命館慶祥中学高校 G2 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から とむらいのあとは ほか
*北海高校 G1 バード曲｢Mass for 4 voices ｣から Kyrie eleison、Agnus Dei
*札幌東高校 G3 寺山修司詩 信長貴富曲｢カウボーイ・ポップ｣から ヒスイ ほか
*札幌清田高校 G1 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 安里屋ユンタ
*大麻高校 F2 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
*札幌北陵高校 G1 大岡信詩 信長貴富曲｢春のために｣から 春のために
*札幌静修高校 F1 木島始詩 髙嶋みどり曲｢愛のとき｣から 霧明け
*札幌南高校 G3 日原雅彦詩 信長貴富曲｢こいうた｣から 恋唄・空
*札幌旭丘高校 G2 ウィテカー曲 hope, faith, life, love…、With a Lily in Your Hand
*札幌北高校 G1 高田敏子詩 三善晃曲｢嫁ぐ娘に｣から かどで
*北海道大学合唱団 M4 トルミス曲 Incantatio maris aestuosi
*札幌大谷大学輪声会 F2 ブストー曲 Magnificat
*北海道大学混声合唱団 G3 白石かずこ詩 三善晃曲｢動物詩集｣
*北海道銀行合唱団 G1 スヴィデル曲 Laudate pueri Dominum、Cantus gloriosus
*札幌市役所声友会合唱団 G1 ホルムボー曲｢ Laudate Dominum ｣から Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
*弥生奏幻舎”Ｒ” G1 イェンネフェルト曲｢ Fem Motetter ｣から Du som är min herre ほか
*QuarterNotes F2 松下耕曲｢日本の民謡２｣から 五木の子守唄 ほか
*合唱団ア・ラ・カルト G1 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 自由さのため、泉のうた
*合唱団「あべ犬北」 G3 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 安里屋ユンタ
*ChorTomhet M3 ローリゼン曲 O Magnum Mysterium
*HBC少年少女合唱団 F2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、守る
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〈旭川合唱連盟〉

*旭川市愛宕中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から 黄色い鳥のいる風景 ほか
*旭川市東明中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
*旭川市北星中学校 谷川俊太郎詩 横山裕美子曲 ふるさとの星 ほか
*旭川市神楽中学校 大江健三郎詩 信長貴富曲 新しい人に
*旭川市東陽中学校 みずかみかずよ詩 木下牧子曲 めばえ ほか
*旭川竜谷高校 G1 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から めばえ、いっしょに
*旭川東高校 G3 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
*旭川医大女声コーラス「ソルフェージュ」 F1 チルコット曲｢ A Little Jazz Mass ｣から Sanctus、Benedictus
*ウィスティリア アンサンブル F1 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 嗚咽、野茶坊
*合唱団キレンジャク G3 信長貴富曲｢七つの子ども歌｣から ずいずいずっころばし、三地方の子守歌、あんたがたどこさ、てぃんさぐぬ花
*ChœurJeunesse G2 山室静訳詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から 一詩人の最後の歌
*旭川市ななかまど少年少女合唱団 F3 チルコット曲｢ A Little Jazz Mass ｣から Gloria、Agnus Dei

〈函館合唱連盟〉

*函館市北中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ひみつ｣から ひみつ ほか
*函館ラ・サール学園 M4 中村千栄子詩 平野淳一曲｢潮風のうた｣から 海の男
*女声コーラストリル F4 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌

〈室蘭合唱連盟〉

*室蘭市向陽中学校 福島雄次郎曲｢離れ小島の女童唄｣から 眠れ眠れ童 ほか
*伊達緑丘高校 F1 オルバーン曲 Horae
*室蘭栄高校 F1 カライ曲 Ave Maris Stella、Hodie Christus natus est
*登別女声コーラスMFC F1 北原白秋詩 三善晃曲｢五つの唄｣から 曼珠沙華、紺屋のおろく
*コール・ハーモニー F2 ブストー曲 Salve Regina、Alleluja

〈帯広合唱連盟〉

*帯広市帯広第一中学校 オルバーン曲 Ave Maria ほか
*帯広柏葉高校 F1 岩井照清訳詩 ポポフ曲 CTAPA CA MAЙKA HИ ЛOЖE ほか
*帯広三条高校 F3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第１集｣から こぶし、なめる

〈釧路合唱連盟〉

*中標津高校 F4 荻久保和明曲｢ぱらいぞ｣から らうだすて、あめまりや、まだめんと
*釧路江南高校 F2 ペトロヴィチ曲｢Mennyi Minden ｣から Nyári rajz、Öszi dongó、Mennyi minden
*釧路湖陵高校 G3 ウィテカー曲｢ Three Flower Songs ｣から I Hide Myself、With a Lily in Your Hand

〈北見合唱連盟〉

*北見市小泉中学校 バールドシュ曲 Tünde nóte、Ave, maris stella、Liszt Ferenc
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*北見藤女子高校 F3 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう
*コール・ドルチェ F3 阪田寛夫詩 中田喜直曲｢美しい訣れの朝｣から 赤い風船
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《東北支部》高校：9月28日 中学：9月29日 大学・職場・一般：9月30日

〈青森県合唱連盟〉8月19日

平内町東平内中学校 新川和江詩 飯沼信義曲 名づけられた葉
青森市西中学校 北園克衛詩 木下牧子曲｢ ELEGIA ｣から ソルコシス的夜
*青森市東中学校 小倉尚継詩曲・編曲｢津軽づくし｣から 輝け、津軽じょんがら節
青森市浦町中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに、秋のまんなかで
青森市南中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
*八戸市根城中学校 テルファー曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria、Sanctus
*八戸市白銀南中学校 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Ave Regina Coelorum、Salve Regina
弘前市第二中学校 川村昇一郎曲｢北国のうた｣から けんりょう、じょうりぎ
弘前市第一中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた、なにをさがしに
*青森市造道中学校 峯陽訳詩 バールドシュ曲 ヘンルーダの花が咲いたら
青森市油川中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から いのち、蟻の夏
五所川原高校 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から あやつり人形劇場
弘前中央高校 F2 ハイラー曲｢ミサ｣から Kyrie、Gloria
田名部高校 F1 テルファー曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria
弘前高校 G1 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
青森戸山高校 F1 グスタフソン曲｢ The Andliga Sånger ｣から Ave Maria、O salutaris hostia、Agnus Dei
青森東高校 G1 ホルムボー曲｢ Laudate Dominum ｣から Ⅱ、Ⅲ
*八戸東高校 F1 ホルスト曲｢ The Princess ｣から O Swallow, Swallow、Tears, Idle Tears、The Splendour Falls
八戸南高校 G1 バールドシュ曲 Boldogasszony anyánk
*青森高校 G1 デビッド曲 Salve Regina
*青森西高校 F1 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Gloria
*弘前大学混声合唱団 G3 千原英喜曲｢マリア・オリエンタリス｣から アヴェ・マリア
*みちのく銀行男声合唱団 M4 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢ことばあそびうたⅡ｣から たそがれ ほか
うとう女声合唱団 F3 クルシェネク曲 In Paradisum ほか
弘前MCアンサンブル G2 モンテヴェルディ曲｢愛する女の墓に流す恋人の涙｣から むごきこの墓、告げよ，嘆き悲しむ声、されどニンフは
*proto-A G1 ニールス・ラ・クール曲｢三つのモテット｣から
青森アカデミー混声合唱団 G1 モチュニク曲 Christus est natus、Regina caeli
*ジュニア合唱団エンジェル・ウィングス F1 コダーイ曲 Isten Kovácsa ほか
*五所川原合唱団 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢宇宙からの手紙｣から 渇き

〈秋田県合唱連盟〉8月２６日

*秋田大附属中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
大仙市大曲中学校 コチャール曲 Salve Regina ほか
*横手市横手南中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から よっつのおじゃみうた、ねんね根来の
*湯沢市湯沢南中学校 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Kyrie、Gloria
大館市第一中学校 アグネスティーグ曲｢Missa in Discantu ｣から Sanctus ほか
*聖霊女子短期大附属中学校 ブリュメル曲 Ave Maria ほか
*秋田市秋田南中学校 ブストー曲 Salve Regina ほか
大曲高校 F3 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
*横手城南高校・湯沢高校 F1 グレゴリオ聖歌 Ave Maria ほか
*秋田北高校 F4 ボルディジャール曲 Falusi madrigálok
秋田和洋女子高校 F1 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、ゆめ売り、あわ雪
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*角館南高校 F2 マーハ曲｢ Lašské helekačky ｣から Ej hoja hoja、Hoj hura hoj、Hojaja hojaja
*聖霊女子短大附属高校 F2 谷川俊太郎詩 エリオット訳詩 鈴木輝昭曲｢ Five Songs of Nonsense ｣から The Hole、Aquarium、A Dream of Four Brothers
*秋田大学混声合唱団 A･Choir G1 ニーステット曲｢Missa Brevis ｣から Gloria、Credo
*秋田混声合唱団 G3 木島始詩 信長貴富曲｢ Faraway ｣から Sky calls…、Breathing、Crossing

〈岩手県合唱連盟〉高校：９月1日 中学・一般：9月2日

*一関市桜町中学校 ブストー曲 Laudate Pueri ほか
奥州市江刺第一中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から この朝は
*岩手大附属中学校 スヴィデル曲 Salve Regina
岩泉町岩泉中学校 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅲ
宮古市宮古西中学校 岩谷時子詩 石井歓曲｢風紋｣から あなたは風、風紋
*奥州市水沢中学校 立原道造詩 小林秀雄曲｢優しき歌｣から また落葉林で
一関市萩荘中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から あやつり人形劇場、幻想喜歌劇｢船乗り｣から格闘の場面 ほか
宮古市崎山中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
一関市厳美中学校 オルバーン曲 Daemon Irrepit Callidus ほか
*盛岡市城西中学校 シュッツ曲 Also hat Gott die Welt geliebt、Ein Kind ist uns geboren
盛岡市大宮中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢そのひとがうたうとき｣から そのひとがうたうとき
*一関市花泉中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
矢巾町矢巾中学校 金沢智恵子詩 黒澤吉徳曲 生命は
一関市室根中学校 岩谷時子詩 石井歓曲｢風紋｣から あなたは風
盛岡市厨川中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
一関市千厩中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
一関市大東中学校 立原道造詩 木下牧子曲｢夢みたものは｣から 夢みたものは ほか
盛岡市見前南中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から 花をさがす少女
盛岡市黒石野中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
紫波町紫波第三中学校 ドリアン助川詩 寺嶋陸也曲 変
*一関市山目中学校 バールドシュ曲 Hej, igazítsad!、Bérc a rónán
紫波町紫波第一中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
盛岡市北陵中学校 谷川雁詩 新実徳英曲｢白いうた青いうた｣から 青い花、夢幻
遠野市遠野中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう
*盛岡市河南中学校 金子みすゞ詩 浦田健次郎曲｢星とたんぽぽ｣から Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
宮古市第一中学校 コダーイ曲 Táncnóta ほか
盛岡市仙北中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から 棗のうた、うたをうたうとき
二戸市福岡中学校 コチャール曲｢Missa in A ｣から Sanctus ほか
紫波町紫波第二中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
*八幡平市西根中学校 カンカイネン曲｢Waltari-Sarja ｣から Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
山田町山田中学校 中山知子訳詩 コダーイ曲 ジプシーがチーズを食べる ほか
盛岡市米内中学校 中村仁策訳詩 ピアサル曲 狩人アレン
盛岡市下小路中学校 ソルベイグ曲｢Missa Brevis ｣から Kirye、Gloria ほか
*久慈市久慈中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
千厩高校 F1 テグネール曲｢ Tre diskantsantser ｣から Ave Maria ほか
花泉高校 F2 バード曲｢Mass for 3 voices ｣から Benedictus、Agnus Dei
*久慈高校 F1 ニーステット曲 Sancta Maria ほか
盛岡第三高校 F2 エベン曲｢Medicamina sempiterna ｣から De arte faciem colorandi、De crinibus
軽米高校 F4 バルトーク曲｢ 27の合唱曲｣から Ne hagyj itt!、Bolyongás、Csujogató
*高田高校 F1 バールドシュ曲 FÚJD A SÍPOT!、Bérc a Rónán
盛岡白百合学園高校 F1 コチャール曲｢Missa in A ｣から Kyrie、Sanctus-Benedictus
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福岡高校 G3 リゲティ曲 Haj, ifuság ほか
釜石南高校 F2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
花巻南高校 F1 トマジ曲｢ 12 Chants de l'île de Corse ｣から Serenade-Barcarolle、Chanson Politique
*不来方高校 F1 ケルッペン曲 Auf einem Baum ein Kuckuck saß
大東高校 F1 アンドリーセン曲 Ave Maria、Salve Regina
遠野高校 G3 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
*北上翔南高校 F4 コチャール曲 O vos omnes、Salve Regina
盛岡第四高校 G1 コダーイ曲 Veni, veni Emmanuel
岩手女子高校 F1 コダーイ曲 Ave Maria、Zöld erdõben、Ëgyetëm bëgyetëm
花巻北高校 F1 コダーイ曲｢ 4 madrigali ｣から Chi vuol veder、Chi d'amor sente
宮古高校混声 G1 ウィテカー曲｢ Three Flower Songs ｣から Go, Lovely Rose、With a Lily in Your Hand
一関修紅高校 F1 クルシェネク曲｢ Fünf Gebete ｣から Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
盛岡市立高校 F1 パレストリーナ曲｢Magnificat Quarti Toni ｣から Ⅰ、Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ、XI、XII
黒沢尻北高校 F4 立原道造詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から ふるさとの夜に寄す
*一関第一高校 G2 プーランク曲｢ミサト長調｣から Kyrie、Gloria
盛岡北高校 G1 ビクトリア曲｢エレミア哀歌｣から Ⅲ
*盛岡第一高校 G1 ウィテカー曲 Water Night
*盛岡第二高校 F4 エベン曲｢Medicamina sempiterna ｣から De crinibus、De pulchritudine sempiterna
水沢高校 G1 ホルムボー曲｢ Liber Canticurum ｣から Ⅰ ほか
*一関第二高校 F2 ルコフスキー曲｢Missa vacale Romanum ｣から Gloria
大船渡高校 F1 テグネール曲｢ Tre diskantsantser ｣から Ave Maria ほか
*一関市民合唱団 G1 トルミス曲｢ Sügismaastikud ｣から １、２、３、５、７
*一関女声合唱団 F4 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から こころ ほか
もりおかフラウエンコアー F3 松下耕曲｢紀の国のこどもうた２｣から いつつの手遊びうた、やんまヤッホー、なわとびあそび
*盛岡コメット混声合唱団 G1 髙田三郎曲｢争いと平和｣から Ⅲ、Ⅳ

〈宮城県合唱連盟〉高校：8月18日 中学・大学・職場・一般：8月19日

白石市白石中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
栗原市栗駒中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり ほか
栗原市若柳中学校 ミマス詩曲・富澤裕編曲 COSMOS
角田市金津中学校 安西薫詩 長谷部匡俊曲 夢の翼ひろげて
名取市第一中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から はばたく一本の葦、小さなパスカル
仙台市向陽台中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
*仙台市広瀬中学校 ニーステット曲｢Missa Brevis ｣から Gloria ほか
*仙台市八軒中学校 小林秀雄曲｢九州民謡によるコンポジション｣から 稗搗ぶし ほか
仙台市富沢中学校 バールドシュ曲 Szellö zúg ほか
利府町しらかし台中学校 荻久保和明曲｢ミサ曲第３番「天使の詩」｣から キリエ エレイソン
仙台市桜丘中学校 木下牧子曲｢５つの祈り｣から 祈り２ ほか
古川黎明中学校 コダーイ曲 Esti dal、Ëgyetëm bëgyetëm、Táncnóta
仙台市上杉山中学校 バールドシュ曲 Cantemus! ほか
*仙台市西山中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に、サッカーによせて
*仙台市長町中学校合唱団 ツィーグラー曲｢Missa Pro Juventute ｣から Gloria ほか
*仙台市長町中学校男声 パルムグレン曲 Taiston tiellä、Verlassen
*聖ウルスラ学院英智高校 F1 コチャール曲｢Mária-énekek ｣から Regina caeli、Ave maris stella
塩釜女子高校 F1 パレストリーナ曲｢Missa Sine nomine ｣から Kyrie ほか
登米高校 F1 ツィーグラー曲｢Missa Pro Juventute ｣から Gloria ほか
古川高校 G2 工藤直子詩 信長貴富曲 「おわりのない海」から おわりのない海
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築館高校 F1 ケッコネン曲 Alleluia
角田高校 F2 ロッシーニ曲・富岡正男編曲｢信仰・希望・愛｣から 希望
泉館山高校 F1 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、しば草
宮城広瀬高校 F1 フェルミ曲｢Momenti Musicali ｣から Fu-Fu、Primavera
志津川高校 F1 コダーイ曲 Esti dal、Gólya-Nóta
古川黎明高校 F2 オルバーン曲 Pange Lingua、Cantate Domino Psalms 95
石巻好文館高校 F4 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、走る
本吉響高校 F1 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 野茶坊
白石女子高校 F1 Hurnik曲｢ Voda Vodĕnka ｣から Studánka ほか
*多賀城高校 F1 トンプソン曲 Alleluia
*第三女子高校 F3 髙嶋みどり曲 HYMN
*第二女子高校 F3 高野喜久雄詩 鈴木輝昭曲｢朱鷺｣から 若者の声
*仙台南高校 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢やさしさは愛じゃない｣から でも，だめ、やさしさは愛じゃない
*尚絅学院女子中学高校 F3 バルトーク曲｢村の情景｣から 結婚式、若者の踊り
*宮城教育大学混声合唱団 G1 ジャヌカン曲 Le chant des oyseaux
*東北福祉大学混声合唱団 G3 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢縄文太鼓｣から 縄文火焔太鼓
*東北電力ミッターゲッセンコール M4 井上靖詩 髙田三郎曲・今井邦男編曲｢残照｣から 夕映え、比良のシャクナゲ
*合唱団 Pálinka M3 三好達治詩 三善晃曲｢王孫不帰｣から Ⅲ
*コール・ツェルコーヴァ M1 ジョスカンデプレ曲｢Missa L'homme armé Sexti tomi ｣から Kyrie、Sanctus
Project C. G1 クール曲｢ 3 Mottetti Latini ｣から Petite et accipietis、Magnificat anima mea
南風 F1 ラインベルガー曲｢ Sechs Gesänge für vier Frauenstimmen oder chor op.131 ｣から Der Gebirgs bach、Die alte Tanne、Ein Bild am Pfade
*合唱団 Clair F2 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Gloria
*Bless M1 間宮芳生曲｢合唱のためのコンポジションⅥ｣から 第１楽章、第２楽章
*グリーン・ウッド・ハーモニー G1 リゲティ曲 Lux aeterna
*合唱団 Épice G1 チャットマン曲｢ Due West ｣から Train、Prairie lullaby、Wasps、Chickadee
*宮城三女ＯＧ合唱団 F4 スミルノフ曲 私はあなたを讃美します、私の魂，主をほめ歌いなさい、快い光、主の御名を讃美しなさい

〈山形県合唱連盟〉8月26日

*鶴岡市鶴岡第一中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から あやつり人形劇場、幻想喜歌劇｢船乗り｣から格闘の場面、黄色い鳥のいる風景
新庄市明倫中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER
天童市第二中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から 秋のまんなかで
鶴岡市鶴岡第二中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
山形市第二中学校 新川和江詩 大田桜子曲｢この世でいちばんやさしい歌｣から 歌
*鶴岡市鶴岡第五中学校 カライ曲 Ave MariaⅡ、Ave Maris stella、Hodie Christus natus est
庄内町余目中学校 コチャール曲｢Missa in A ｣から Kyrie、Gloria
*鶴岡市鶴岡第三中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、ゆめ売り、しば草
山形市第四中学校 吉原幸子詩 大熊崇子曲 ガラスの瞳
酒田市第四中学校 川村昇一郎編曲｢なつかしい日本のうた｣から 通りゃんせ、七つの子、ゆうやけこやけ
酒田市第三中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲 信じる
山辺町山辺中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢宇宙の果物｣から 宇宙の果物
*山形東高校 G1 シュッツ曲｢ Cantiones Sacrae ｣から Cantate Domino canticum novum、Supereminet omnem scientiam
鶴岡中央高校 F1 ブストー曲 Salve Regina ほか
羽黒高校 G1 クヴェルノ曲 Ave Maria ほか
長井高校 F1 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から あいたくて
山形学院高校 G1 スカルラッティ曲 Intellige Clamorem Meum
庄内総合高校 F1 村田さち子詩 小六禮次郎曲｢Woman 翔く歌たち｣から SWING！あの頃は
上山明新館高校 F1 アンドリーセン曲｢Missa Simplex ｣から Kyrie、Agnus Dei
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米沢中央高校 G2 ブラームス曲｢ Zigeunerlieder ｣から Himmelgabes Liebe、Einst ein Küsschen gab、Meine Abendstern
*山形北高校 F1 新川和江詩 大田桜子曲｢この世でいちばんやさしい歌｣から けれども大地は…
*鶴岡南高校 G2 プーランク曲｢ Quatre motets pour un temps de penitence ｣から Timor et Tremor、Vinea Mea Electa
*山形西高校 F4 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Gloria
*鶴岡東高校 F1 アホ曲 Lasimaalaus
*鶴岡北高校 F4 シューマン曲｢ Gesänge für Frauenstimmen und Klavier ｣から Tamburinschlägerin、Soldatenbraut、Der Wassermann
*山形大学混声合唱団 G1 オルバーン曲 Ave Verum ほか
*天童混声合唱団 G1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から はる、地球の客
米沢男声合唱団 M4 北原白秋詩 多田武彦曲｢柳河風俗詩｣から かきつばた、梅雨の晴れ間
*山形木曜会合唱団 G2 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Kyrie、In Deo salutare meum
男声合唱団音音 M2 池澤夏樹詩 木下牧子曲｢ティオの夜の旅｣から 祝福 ほか
*アンサンブル・レセ・ヴィヴレ G1 パレストリーナ曲｢Missa "Pater noster"｣から Gloria
合唱団 Pianeta G1 ブラームス曲｢ Lieder und Romanzen ｣から Der bucklichte Fieldler、O Süßer Mai、Der Falke、Beherzigung
*女声アンサンブル ろすまりん F3 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から 世界のいちばん遠い土地へ、てがみ、思い出すために
酒田混声合唱団 G1 オルバーン曲 Ave Maria in A、Pater naster
*鶴岡土曜会混声合唱団 G1 ピツェッティ曲｢Messa di Requiem ｣から Agnus Dei、Libera Me
高畠混声合唱団 G1 工藤直子詩 新実徳英曲｢空、海、大地と木のうた｣から 海にだかれて

〈福島県合唱連盟〉高校：8月31日 中学：9月1日 中学・大学・職場・一般：9月2日

郡山市郡山第七中学校 谷川俊太郎詩 髙嶋みどり曲｢かみさまへのてがみ｣から かみさまへのてがみ ほか
*会津若松市第三中学校 チルコット曲｢ Cantate ｣から Gloria、Sanctus、Benedictus
*須賀川市第一中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた
喜多方市第二中学校 ラインベルガー曲 Ad te levavi、Ex Sion
三春町沢石中学校 コープランド曲｢ Four Motets ｣から Help us, O Lord、Sing ye praises to our king
*郡山市郡山第三中学校 岩谷時子詩 石井歓曲｢風紋｣から あなたは風
*喜多方市第一中学校 バールドシュ曲 Zöld erdőben、Fényes csillag、Dana-dana
*会津若松市一箕中学校 千原英喜曲｢猿楽談義翁｣から 翁
いわき市平第一中学校 片岡輝詩 髙嶋みどり曲 遙かな時の彼方へと
*石川町石川中学校 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Gloria
*三春町桜中学校 ラター曲｢ Requiem ｣から Requiem aeternam、Sanctus
*福島市福島第一中学校 間宮芳生詩 間宮芳生曲｢オンゴ・オーニ｣から Ⅲ、Ⅳ
南相馬市鹿島中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 人間
*郡山市郡山第二中学校 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Quem vidistis pastores dicite、Hodie Christus natus est
*西会津町西会津中学校 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
*富岡町富岡第二中学校 バールドシュ曲 Tábortűznel、Régi táncdal
磐梯町磐梯中学校 木坂涼詩 寺島尚彦曲 小さな協奏曲
会津若松市湊中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏
郡山市三穂田中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 人間
*郡山市安積中学校 立原道造詩 木下牧子曲｢夢みたものは｣から 鷗 ほか
田村町大越中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
桑折町醸芳中学校 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
田村市船引南中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
田村市常葉中学校 伊藤桂一詩 佐井孝彰曲 水ぐるま
福島市西信中学校 風戸強詩 荻久保和明曲｢サバンナ｣から サバンナの風
須賀川市岩瀬中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
湯川村湯川中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲 そのひとがうたうとき
喜多方市塩川中学校 クール曲｢ 3 Mottetti Latini ｣から Hodie Christus natus est、Laudate Dominum
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会津若松市河東中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から はばたく一本の葦、小さなパスカル
*郡山市郡山第一中学校混声 ラター曲｢ Five Childhood Lyrics ｣から Monday's Child、The Owl and the Pussy-Cat、Sing a Song of Sixpence
二本松市東和中学校 ブストー曲 Laudate Dominum
伊達市松陽中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から IN TERRA PAX
三島町三島中学校 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から きみ歌えよ
三春町岩江中学校 峰進也詩 橋本剛曲 空の正面
会津坂下町第二中学校 片岡輝詩 髙嶋みどり曲 遙かな時の彼方へと ほか
棚倉町棚倉中学校 ホルムボー曲｢ Laudate Dominum ｣から Ⅰ、Ⅲ
郡山市湖南中学校 蔵原伸二郎詩 木下牧子曲｢光る刻｣から 老いたきつね
郡山市行健中学校 木下牧子曲｢三つの不思議な物語｣から 44わのべにすずめ
白河市白河第二中学校 バールドシュ曲 Patkóéknál
柳津町柳津中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
郡山市明健中学校 鳥潟朋美詩 氏家晋也曲 春の声
*郡山市郡山第一中学校女声 テグネール曲｢ Tre diskantsantser ｣から O, salve regina ほか
*会津若松市第四中学校 エベン曲｢ Catonis moralia ｣から Preludio ほか
会津美里町本郷中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から 今年
喜多方市第三中学校 片岡輝詩 大熊崇子曲 予感
*いわき市湯本第一中学校 ブストー曲 Ave Maria ほか
*二本松市二本松第一中学校 エベン曲｢Medicamina sempiterna ｣から De facie formosa、De arte faciem colorandi、De crinibus
いわき市草野中学校 山上路夫詩 池辺晋一郎曲｢時は流れても｣から その人は言いました
会津坂下町第一中学校 コダーイ曲 Túrót eszik a cigány ほか
会津若松市第五中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
浪江町浪江中学校 テルファー曲｢Missa Brevis ｣から Gloria
福島市信陵中学校 吉井勇詩 西村朗曲｢祇園双紙｣から おれん
*会津若松市第二中学校 コダーイ曲 Angyalok és pásztorok
伊達市梁川中学校 吉野弘詩 髙田三郎曲｢心の四季｣から 風が
須賀川市仁井田中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
いわき市小名浜第一中学校 関根栄一詩 湯山昭曲｢葡萄の歌｣から 葡萄の歌
*郡山市御舘中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう ほか
猪苗代町東中学校 高田敏子詩 信長貴富曲｢空の名前｣から 夕焼け
*郡山市郡山第六中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 憩い ほか
*田村市船引中学校 西村朗曲｢寂光哀歌｣から さくら
喜多方市山都中学校 バールドシュ曲 Tünde nóte ほか
会津美里町新鶴中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
会津若松市第一中学校 吉井勇詩 西村朗曲｢祇園双紙｣から 舞姫
伊達市桃陵中学校 バールドシュ曲 Tünde nóte、Szellő zúg、Napfényes utakon
田村市都路中学校 谷川俊太郎詩 平吉毅州曲 こわくない
南相馬市小高中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
浅川町浅川中学校 バード曲｢Mass for 3 voices ｣から Sanctus ほか
福島市北信中学校 バールドシュ曲 Hej, igazítsad! ほか
富岡町富岡第一中学校 フィリップス曲｢ Eight Negro Spirituals ｣から Mary had a Baby、Steal away to Jesus
*須賀川市第二中学校 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Ave Regina cœlorum
*白河市白河中央中学校 コダーイ曲 Ëgyetëm bëgyetëm、A 150. Genfi zsoltár、Méz, méz, méz
郡山市高瀬中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
*郡山市大槻中学校 瀬戸内寂聴詩 千原英喜曲 ある真夜中に
磐城第一高校 F1 ブリテン曲｢Missa Brevis in D ｣から Kyrie、Gloria、Agnus Dei
桜の聖母学院高校 F1 クビチェク曲｢ Drei Motetten ｣から Gaudia matris、Gloria
*湯本高校 F1 コチャール曲 Tűzciterák
*磐城高校 G3 千原英喜曲｢唱歌｣から Ⅲ
船引高校 F1 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 二十億光年の孤独
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川俣高校 F2 コチャール曲｢ Tavasz, Tavasz ｣から Zümmögő、Bokor alján ibolya、Double
喜多方東高校 F2 ツィーグラー曲｢Missa Pro Juventute ｣から Gloria
福島成蹊高校・福島南高校 F1 カライ曲 Hodie Christus natus est ほか
会津若松ザベリオ学園高校 F1 松下耕曲「聖母への祈り」から Salve Regina
川口高校 F1 カライ曲 Ave MariaⅡ、Hodie Christus natus est
*安積高校女声 F1 シサスク曲 Gratias agamus domino deo nostro
日本大学東北高校 M4 高見順詩 木下牧子曲｢いつからか野に立つて｣から 葡萄に種子があるやうに、いつからか野に立つて
*福島西高校 F1 コダーイ曲 Pünkösdölő
須賀川桐陽高校 F2 バールドシュ曲 Magos a rutafa
安積黎明高校・橘高校男声 M1 ジョスカンデプレ曲 茂みのかげで、もし、大切な人を失ったなら
坂下高校 F2 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Gloria
安達東高校 F1 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく
福島東稜高校 F2 トマジ曲｢ 12 Chants de l'île de Corse ｣から VoceroⅠ、Serenade-Barcarolle、O Pescator Dell'onda
白河旭高校 F2 カプレ曲｢Messe a trois voix ｣から Gloria
いわき総合高校 F1 コチャール曲 O vos omnes、Salve Regina
福島高校 G1 千原英喜曲｢マリア・オリエンタリス｣から Ⅱ
石川高校 F1 コダーイ曲 Esti dal ほか
いわき光洋高校 G1 コダーイ曲 Veni, veni Emmanuel
小野高校 G1 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
相馬東高校 F1 プーランク曲｢ Petites voix ｣から １、２、３、４、５
光南高校 F1 カライ曲 Ave MariaⅡ、Hodie Christus natus est
会津農林高校 F1 水野七星曲｢尾張・三河のわらべうた｣から アイウエおはよう、せっせっせ
郡山萌世高校 G1 パレストリーナ曲｢Missa Brevis ｣から Sanctus、Benedictus
安積高校男声 M2 トルミス曲 Vastlalaulud
保原高校 F2 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた、なにをさがしに
福島明成高校 F1 コチャール曲 Ave Maria
*磐城桜が丘高校 F2 西村朗曲｢浮舟｣から 浮舟
清陵情報高校 G2 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
田村高校 F1 俵万智詩 髙嶋みどり曲｢待ち人ごっこ｣から 風になる １.、はないちもんめ ３.、木曜日 ２.４.
福島北高校 G1 ハウエルズ曲｢Mass in the Dorian Mode ｣から Kyrie、Gloria in Excelsis
安達高校 G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Quem vidistis pastores dicite
福島東高校 G2 佐藤賢太郎曲｢Missa pro pace ｣から Kyrie
岩瀬農業高校 G1 濱崎晋詩曲 告白
*会津高校 G3 鈴木輝昭曲｢竹取物語頌｣から 天竺に在る物も
*橘高校 F3 中原中也詩 鈴木輝昭曲｢譚詩頌五花｣から 幻獣の歌
*郡山東高校 F4 ニールセン曲 Vandrestjerner
*安積黎明高校 F4 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢譚詩頌五花｣から 運命
*会津学鳳中高校 F2 Vaivods編曲 Aizalaida Sauleite ほか
*喜多方高校 G1 ウィテカー曲 hope, faith, life, love…、With a Lily in Your Hand
*葵高校 F3 与謝野晶子詩 鈴木輝昭曲｢肖像画・絵師よ｣から 絵師よ
郡山高校 G1 ニーステット曲｢Missa Brevis ｣から Credo、Sanctus
*安積高校混声 G1 ラミンシュ曲 Jūrai
*郡山女子大附属高校 F3 西村朗曲｢浮舟｣から 浮舟
*郡山女子大学開成の杜女声合唱団 F2 中原中也詩 三善晃曲｢月夜三唱｣から 月の光その一、その二
*福島大学混声合唱団 G2 シサスク曲 Benedictio
*福島県庁混声合唱団「きびたき」 G1 ビクトリア曲 Vidi speciosam
平 FG合唱団 G1 タリス曲｢ Lamentations ｣から Ⅰ
*会津混声合唱団 G1 チルコット曲｢ I Share Creation ｣から The Innermost House ほか
いわき楽友会合唱団 G1 カミレーリ曲｢Missa Brevis ｣から Gloria、Sanctus、Agnus Dei
*郡山市民合唱団 G1 ラブラ曲｢Missa in Honorem Sancti Dominici ｣から Kyrie、Gloria、Agnus Dei
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*FMC混声合唱団 G1 ローリゼン曲 Ubi Caritas et Amor
*混声合唱団メンタルハーモニー G1 矢澤宰詩 萩原英彦曲｢光る砂漠｣から ふるさと
*安積合唱協会合唱団 G1 ブラームス曲｢Weltiche Gesänge ｣から Vineta ほか
郡山女声合唱団 F3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 木とともに人とともに、空
*合唱団からたち F4 鈴木輝昭曲 朗詠譜
*合唱団ＭＩＲＡＩ F2 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢みち｣から みち 10 ほか
福島市少年少女合唱団 F4 阪田憲夫詩 湯山昭曲｢川と少年｣から 水の匂い ほか
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《関東支部》中学・大学：9月22日 高校：9月23日 職場・一般：10月14日

〈茨城県合唱連盟〉8月19日

*土浦市都和中学校 野中雅代詩 長谷部雅彦曲｢アステカのうた｣から 春の歌
*土浦市土浦第五中学校 瀬戸内寂聴詩 千原英喜曲 ある真夜中に
土浦市土浦第四中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から よかったなあ ほか
つくば市谷田部中学校 工藤直子詩 信長貴富曲「おわりのない海」から おわりのない海
牛久市牛久第一中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
笠間市南中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
茨城キリスト教学園中学校 山室静訳詩 松下耕曲｢愛の詩集｣から 一詩人の最後の歌
*ひたちなか市佐野中学校 コチャール曲 O vos omnes、Salve Regina
東海市東海中学校・東海南中学校 ブリテン曲｢ A Ceremony of Carols ｣から As dew in Aprile、Balulalow
ひたちなか市勝田第二中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、守る
*笠間市友部中学校 ブリテン曲｢ A Ceremony of Carols ｣から Wolcum Yole、Balulalow、This little Babe
つくば市桜中学校 松井孝夫詩曲｢こ・こ・ろ｣から 心から… ほか
土浦第一高校 G3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 走る、守る
*土浦第二高校女声 F4 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢恋歌秘抄｣から きみがため春の野に出でて若菜つむ
太田第二高校 F1 パレストリーナ曲｢Missa Sine nomine ｣から Kyrie
*水戸第三高校 F4 村松英子詩 三善晃曲｢三つの夜想｣から 或る死に
茨城朝鮮初中高級学校 F1 池城淑子他詩 ラヴェル曲・書上奈朋子編曲 亡き王女のためのパヴァーヌ
*水戸第二高校 F4 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第２集｣から 会う－手紙－川
土浦第二高校混声 G2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から そのひとがうたうとき
コール潮来 F4 ブストー曲「Missa Augusta」から Kyrie、Gloria
コール・ヴィステリー F4 林芙美子詩 信長貴富曲 風のような歌は
*ヴォーカル・アンサンブル研究会 G1 武満徹曲｢うたⅡ｣から さくら、○と△のうた、翼

〈栃木県合唱連盟〉8月26日

*大田原市大田原中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた、でなおすうた
那須塩原市黒磯北中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢信じる｣から 信じる
*大田原市野崎中学校 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
那須塩原市高林中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
那須塩原市東那須野中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER
高根沢町北高根沢中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく、きこえてくる
那須塩原市黒磯中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
宇都宮市雀宮中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
足利市富田中学校 川崎洋詩 寺嶋陸也曲 風になりたい
大田原市金田南中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 二十億光年の孤独
*那須塩原市三島中学校 オルバーン曲 Mundi Renovatio ほか
宇都宮市旭中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢合唱のためのたのしいエチュード１｣から どうぶつえん ほか
*宇都宮市陽南中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
宇都宮市泉が丘中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた、とむらいのあとは
宇都宮市陽西中学校 峯陽訳詩 バールドシュ曲 ヘンルーダの花が咲いたら
鹿沼市西中学校 小倉朗曲｢九つの無伴奏女声合唱曲｣から ほたるこい ほか
さくら市氏家中学校 サリネン曲｢海よ｣から 海への祈り ほか
さくら市喜連川中学校 まどみちお詩 信長貴富曲｢うたをうたうとき｣から うたをうたうとき、きみ歌えよ
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*宇都宮大学附属中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から とむらいのあとは、泉のうた
大田原市川西中学校 クロッカー曲 Gloria Festiva ほか
宇都宮市横川中学校 持田美晴詩 矢田久子曲・西脇久夫編曲「空とぶうさぎ」から 空とぶうさぎ
*那須塩原市日新中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども ほか
大田原高校 M4 プーランク曲｢ Quatre petites priēres de Saint François d' Assise ｣から Salut, Dame Sainte、Seigneur je vous en prie、O mes très chers frères
大田原女子高校 F2 エベン曲｢Medicamina sempiterna ｣から De facie formosa、De arte faciem colorandi、De pulchritudine sempiterna
*宇都宮中央女子高校 F1 コチャール曲 Tüzciterák
宇都宮高校 M4 パレストリーナ曲 Sicut Cervus ほか
佐野女子高校 F4 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Ave Regina coelorum ほか
栃木高校 M4 百田宗治詩 多田武彦曲｢若しもかの星に｣から 若しもかの星に、遠いところで子供達が歌ってゐる
*真岡女子高校 F1 ケルッペン曲｢ Auf einem Baum ein Kuckuck saß ｣から Volkslied－ Variation für Frauenchor
*足利女子高校 F1 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Alma Redemptoris Mater、Ave Regina coelorum
宇都宮東高校 M4 尾崎喜八詩 多田武彦曲｢尾崎喜八の詩から｣から 天上沢、かけす
宇都宮清陵高校 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢地球へのバラード｣から 私が歌う理由、地球へのピクニック
*栃木女子高校 F3 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
作新学院高校 G1 パレストリーナ曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria
矢板東高校 G2 ジャヌカン曲 Le chant des oyseaux
*宇都宮女子高校 F1 シュミット曲｢ En bonnes voix ｣から On dist que…、Le passant de Passy、La mode commode
*合唱団ルックスエテルナ G1 ジョスカンデプレ曲｢Missa sexti toni ｣から Kyrie、Sanctus
合唱団あき G3 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた、でなおすうた
*室内合唱団 音 F4 与謝野晶子詩 鈴木輝昭曲｢肖像画・絵師よ｣から 絵師よ
こころ G2 山本瓔子詩 松下耕曲｢刻の彼方へ｣から 金色の実、とても大切なもの
コール・アラカルト G1 モンテヴェルディ曲 Crudel! perche mi fuggi?、O rossignuol, ch'in gueste veedi
合唱団ＳＯＲＡ F2 コムライネン曲｢ Shakespearean Settings ｣から Like as the waves、Who is Silvia?、Winter
*混声合唱団マロニエ G4 髙田三郎曲｢争いと平和｣から わざわいなるかな血を流す町、エラフタのベトレヘムよ

〈群馬県合唱連盟〉8月5日

伊勢崎市殖蓮中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 二十億光年の孤独
*群馬大附属中学校 田村隆一詩 尾形敏幸曲｢肖像｣から 鳥・西風
前橋市第一中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から あいたくて
*高崎市塚沢中学校 ブストー曲 Salve Regina ほか
前橋市第三中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 二十億光年の孤独
*渋川女子高校 F2 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢梟月図｣から 何が泣いただろうか
吉井高校 G4 木島始詩 鈴木輝昭曲｢うたの遊星｣から 脈をみるうた
沼田女子高校 F4 山室静訳詞 松下耕曲｢愛の詩集｣から 一詩人の最後の歌
高崎東高校 G2 和田徹三詩 湯山昭曲｢コタンの歌｣から マリモの歌、ムックリの歌
前橋高校 F4 水野七星曲｢尾張・三河のわらべうた｣から 岡崎地方の子守歌
*太田女子高校 F4 本間雅夫曲｢日本の響き２｣から 祝い唄
吾妻高校 F2 中村千栄子詩 石井歓曲｢少女のいる画集｣から 五月の少女よ
*富岡東高校 F4 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第１集｣から 未来－誕生
高崎女子高校 F4 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢恋歌秘抄｣から きみがため春の野に出でて若菜つむ
前橋女子高校 F3 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
コーロ・フェリチタ F2 ブリテン曲｢Missa Brevis in D ｣から Gloria、Sanctus、Agnus Dei
*コルス・フローレス G2 矢澤宰詩 萩原英彦曲｢光る砂漠｣から 再会、ほたるは星になった

〈埼玉県合唱連盟〉中学（混声）：8月18日 中学（同声）・一般：8月19日 高校・大学：8月26日
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所沢市狭山ヶ丘中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた、とむらいのあとは
行田市見沼中学校 猪狩満直詩 清水脩曲｢農民のうた｣から 吹雪の夜の会話
*春日部市豊春中学校 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅲ
*所沢市三ヶ島中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり ほか
所沢市所沢中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら ほか
*所沢市南陵中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 送り火 ほか
杉戸町杉戸中学校 小山章三詩曲 若人の歌 ほか
日高市武蔵台中学校 森山直太朗・御徒町凧詩曲・信長貴富編曲 虹 ほか
所沢市向陽中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から はばたく一本の葦 ほか
川口市安行中学校 森山直太朗・御徒町凧詩曲・信長貴富編曲 虹 ほか
所沢市上山口中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
川越市芳野中学校 野上彰詩 小林秀雄曲｢落葉松｣から 落葉松
さいたま市大宮南中学校 高野辰之詩 岡本貞一曲・平吉毅州編曲 ふるさと ほか
鴻巣市鴻巣中学校 清水宏美詩曲・田附奏編曲 道標 ほか
川越市川越第一中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏 ほか
*春日部市武里中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢はだか｣から きみ ほか
秩父市影森中学校 金沢智恵子詩 黒澤吉徳曲 走る川
*ふじみ野市大井中学校 蓬萊泰三詩 松下耕曲 タンポポ ほか
加須市昭和中学校 間宮芳生曲 にわとり一羽
*秩父市秩父第一中学校 鈴木輝昭曲｢森へ｣から 4th Scene
*さいたま市城南中学校 鈴木輝昭曲｢古謠三章｣から 羽衣
騎西町騎西中学校 武鹿悦子詩 岩河三郎曲｢古都幻想｣から 紫陽花の海 ほか
秩父市秩父第二中学校 みずかみかずよ詩 木下牧子曲 めばえ ほか
新座市第三中学校 カライ曲 Ave Maris Stella ほか
川口市青木中学校 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた ほか
羽生市南中学校 松下耕曲｢合唱のためのたのしいエチュード４｣から とう坂みま坂 ほか
川口市西中学校 島崎藤村詩 木下牧子曲｢春二題｣から 春は来ぬ
宮代町須賀中学校 まどみちお詩 松下耕曲｢合唱のためのたのしいエチュード３｣から なみとかいがら ほか
*蕨市第一中学校 トンプソン曲 Pueri herbærum ほか
春日部市春日部中学校 蓬萊泰三詩 三善晃曲｢オデコのこいつ｣から なんだったっけ、けんか
*栄東中学校 ウィテカー曲 She Weeps Over Rahoon ほか
熊谷市富士見中学校 松下耕曲｢合唱のためのたのしいエチュード４｣から とう坂みま坂 ほか
熊谷市熊谷東中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、ゆめ売り
春日部市大増中学校 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた、いちごのかぞえうた、たべたくないな
深谷市上柴中学校 峯陽訳詩 バールドシュ曲 ヘンルーダの花が咲いたら
久喜市久喜中学校 バールドシュ曲 Fujid a sipot! ほか
小鹿野町小鹿野中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
本庄市児玉中学校 小倉朗曲｢九つの無伴奏女声合唱曲｣から 郵便配達、猿こが三万、ほたるこい
*埼玉栄中学校 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から 都の春、ゆき
蓮田市平野中学校 間宮芳生曲｢五つのわらべうた｣から 烏かねもん勘三郎 ほか
加須市加須西中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
行田市南河原中学校 村上博子詩 髙田三郎曲｢遙かな歩み｣から 機織る星
*熊谷高校 M3 堀口大學詩 木下牧子曲｢恋のない日｣から 恋のない日、噴水
*川越女子高校 F3 Ozoliņš曲 Ieviņa ほか
*大宮開成高校 F3 西村朗曲｢浮舟｣から 匂宮
蕨高校 G1 モーリー曲 April is in my Mistress face ほか
小川高校 F2 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から すきなこと、ばら、手をください
*松伏高校 F4 コダーイ曲 Méz, méz, méz、Árva Vagyok、Táncnóta
坂戸西高校 G1 モチュニク曲 Verbum supernum prodiens、Regina caeli
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上尾南高校 F1 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた ほか
所沢北高校 G3 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Hodie Christus natus est
花咲徳栄高校 G1 オルバーン曲 Daemon Irrepit Callidus ほか
岩槻高校 F2 コダーイ曲｢ 4 madrigali ｣から 愛を抱く者よ
熊谷女子高校 F1 間宮芳生曲 アテネツィック
*芸術総合高校 F1 アグネスティーグ曲｢Missa in Discantu ｣から Kyrie、Sanctus、Agnus Dei
*栄東高校 F1 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ Seven Songs of Nonsense ｣から Onomatopoeia、Before Falling Asleep
坂戸高校 F2 茨木のり子詩 大熊崇子曲｢子供時代｣から 顔
春日部共栄高校 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢地球へのバラード｣から 私が歌う理由、地球へのピクニック
川越南高校 F1 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 陽気な娘たち ほか
不動岡高校 G1 ラター曲｢ Five Childhood Lyrics ｣から Monday's Child、Sing a Song of Sixpence
県陽高校 G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noel ｣から O magnum mysterium、Hodie Christus natus est
春日部女子高校 F3 松下耕曲｢日本の民謡２｣から 五木の子守唄
*埼玉栄高校 G4 鈴木輝昭曲｢Missa ｣から Agnus Dei
久喜高校 F2 バルトーク曲 Bolyongas ほか
*伊奈学園総合高校 G2 武田治郎訳詩 尾形敏幸曲 いま時が傾いて
*浦和第一女子高校 F3 オルバーン曲 Sicut cervus desiderat
浦和高校 M2 木島始詩 三善晃曲 路標のうた
大宮光陵高校 F3 村松英子詩 三善晃曲｢三つの夜想｣から 或る死に
*星野高校 F3 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
秩父高校 G3 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から でなおすうた
小松原高校 M3 松下耕曲｢ CANTATE DOMINO ｣から Adoramus te Christe
*大宮高校 G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
*松山女子高校 F4 福島雄次郎曲｢道之島唄｣から 浦富、海ぬ笹草
川越高校 M4 まどみちお詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から うたをうたうとき ほか
*埼玉大学合唱団 G1 木島始詩 信長貴富曲｢ Faraway ｣から Crossing、If I hear a voice
Il Campanile M2 長谷川四郎訳詩 池辺晋一郎曲｢ガルシーア・ロルカの五つのシャンソン｣から 溜り水，終りの歌、枯れたオレンジの木のシャンソン
I chamber chor G1 メンデルスゾーン曲 Ruhetal ほか
*合唱団「あべ犬東」 G1 ウィテカー曲｢ Three Flower Songs ｣から With a Lily in Your Hand、Go, Lovely Rose
合唱団 amore G2 松下耕曲｢奄美諸島の四つの島唄｣から さいさい節 ほか
*クール・ヴァン・ヴェール F3 まどみちお詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から うたをうたうとき ほか
Coro trás el río M2 ルコフスキー曲｢ 3 Geistliche Gesange ｣から Pater Noster、Salve Regina
Chor Kraut G1 ホルムボー曲 Laudate Dominum
*scatola di voce G2 コダーイ曲 Akik Mindíg Elkésnek ほか
コーラル・デイジー F2 コチャール曲 O vos omnes、Assumpta est Maria
*La Mer F3 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 歌 ほか
混声合唱団 Bois de Voix G1 サンサーンス曲｢ Deux choeurs Op.68 ｣から Calme des nuits、Les fleurs et les arbres
ポパイ＆オリーブ G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
浦和女声合唱団 F3 立原道造詩 松下耕曲｢さふらん｣から 田園詩、僕は、長いまつげのかげ、忘れてゐた、風詩
*川越牧声会 G4 カヤビャブ曲 Aba Po, Santa Mariang Reyna
女声合唱団悠 F3 村松英子詩 三善晃曲｢三つの夜想｣から 或る死に
浦和混声合唱団 G2 ローリゼン曲 Ubi Caritas et Amor
SAKAE PHILHARMONIE CHORUS G4 チルコット曲｢ A Little Jazz Mass ｣から Gloria、Agnus Dei
Paradise Relax F1 ミシュキニス曲 Ave Regina Coelorum ほか

〈千葉県合唱連盟〉中学：8月22日 高校・大学・一般：8月26日

市川市南行徳中学校混声 モンテヴェルディ曲｢Monteverdi Madrigale Ⅲ｣から Zefiro torna、Jo mi son giovinetta



- 17 -

*松戸市第一中学校 バールドシュ曲 Tábortüznél、Libera me
千葉市みつわ台中学校混声 伊藤整・大木敦夫詩 多田武彦曲｢雨｣から 雨の来る前、雨の遊動円木、雨の日に見る
*松戸市六実中学校 信長貴富編曲｢コルシカ島の２つの歌｣から Diu vi Salvi Regina ほか
南房総市千倉中学校混声 鳥潟朋美詩 松下耕曲「風の夏」から 夏
松戸市常磐平中学校 更科源蔵詩 長谷部匡俊曲 蒼鷺
香取市小見川中学校 コダーイ曲｢ Négy olasz madrigál ｣から Chi vuol veder、Chi d'amor sente
館山市第二中学校 持田美晴詩 矢田久子曲・西脇久夫編曲「空とぶうさぎ」から 空とぶうさぎ
我孫子市白山中学校 コダーイ曲 Isten Kovácsa ほか
市川市福栄中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう
千葉市加曽利中学校 間宮芳生曲｢五つのわらべうた｣から 烏かねもん勘三郎 ほか
*香取市佐原中学校 アグネスティーグ曲｢Missa in Discantu ｣から Sanctus ほか
市川市塩浜中学校 コダーイ曲 Túrót eszik a cigány、Estì dal、A150 Genfi zsoltar
八千代松陰中学校 バルトーク曲｢ 27の合唱曲｣から Leánynéző、Bolyongás、Leánykérő
専修大松戸中学校 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 露営のともしび、白鳥
*千葉市みつわ台中学校同声 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER ほか
*市原市市原中学校 中村透曲｢四つの沖縄の歌｣から 遊び歌 ほか
市川市妙典中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
鴨川市鴨川中学校 小林秀雄曲 こきりこ
船橋市芝山中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から いのち、蟻の夏
我孫子市我孫子中学校 コダーイ曲｢ Négy olasz Madrigál ｣から Chi vuol veder、Chi d'amor sente
南房総市千倉中学校同声 中村透曲｢四つの沖縄の歌｣から 遊び歌、別れの歌
君津市君津中学校 中島仁洋子詩 神坂真理子編曲 アメイジンググレイス ほか
松戸市和名ヶ谷中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく
*千葉市泉谷中学校 コチャール曲 Tavasz-ébresztő、Naphívogató、Eke-kísérő、Kovácsos、Tél
*松戸市第一中学校同声 カライ曲 Hodie Christus natus est ほか
千葉女子高校 F2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、守る
木更津東高校 F1 ニーステット曲 Sancta Maria
県立千葉高校 G2 橋爪文詩 萩原英彦曲｢星の生まれる夜｣から 愛の風景、冬の訪れ
佐原高校 G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から Videntes Stellam、Hodie Christus natus est
*千葉東高校 G1 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Sanctus
佐倉高校 G1 バード曲 This sweet and Merry month of May
*船橋高校 G3 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
木更津高校 G2 スカルラッティ曲 Exsultate Deo
東金高校 G1 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
八千代松陰中学高校 F1 コダーイ曲｢ Négy olasz madrigál ｣から Chi vuol veder、Chi d'amor sente
昭和学院高校 F1 アルカデルト曲 Ave Maria
船橋東高校 F1 コチャール曲 Salve Regina
天羽高校 G4 シューマン曲｢ Romanzen und Balladen ｣から Der könig von Thule、Schön Rohtraut
*幕張総合高校 G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅲ
*八千代松陰高校 G1 ミヨー曲｢ Les Deux Cités ｣から Babylone
*明海大学室内合唱団 G2 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた、とむらいのあとは
千葉ユンゲルハーモニー G3 ヴィレット曲 Salve Regina、O Quam Amabilis Es
*Luna Voce F2 カプレ曲 Inscriptions champêtres
クール・ルシャン G3 オケゲム曲 Salve Regina
Ensemble SZION G2 高田敏子詩 三善晃曲｢五つの童画｣から ほら貝の笛
*アンサンブル・シャロン G1 バード曲｢Mass for 4 voices ｣から Credo
佐原混声合唱団 G1 プーランク曲 Exsultate Deo、Salve Regina
Ensemble Keny G1 岩谷時子詩 石井歓曲｢風紋｣から おやすみ砂丘、風紋
*合唱団 Sept Herbes G1 谷川俊太郎詩 北川昇曲｢シャガールと木の葉｣から 願い、シャガールと木の葉
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〈神奈川県合唱連盟〉中学・高校・大学：9月1日 職場・一般：9月2日

川崎市白鳥中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
*横浜市緑が丘中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
厚木市玉川中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
横浜国立大学附属鎌倉中学校 長谷川四郎訳詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から 新しい歌、うたをうたうとき
厚木市藤塚中学校 更科源蔵詩 長谷部匡俊曲 蒼鷺
厚木市荻野中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 二十億光年の孤独
*清泉女学院中学校 新川和江詩 鈴木輝昭曲｢火へのオード｣から 終の日のわたしを焼く…
*海老名市大谷中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から こころ、すきなこと、夕焼け
*茅ヶ崎市松林中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 古い絵、棗のうた、なにをさがしに
横浜市大綱中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく ほか
川崎市菅中学校 小倉尚継詩 小倉尚継曲 あいや節幻想曲
川崎市西中原中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう、ある日くまは
藤沢市滝の沢中学校 ルカーシュ曲 Věneček ほか
聖ヨゼフ学園 堀口大學詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 贈物 ほか
慶應義塾湘南藤沢中高等部 F1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、走る
秦野南が丘高校 G2 チルコット曲｢ A Little Jazz Mass ｣から Gloria、Sanctus
*日本女子大附属高校 F3 立原道造詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から ふるさとの夜に寄す
大和高校 G3 長田弘詩 松下耕曲 はじめに…
伊志田高校 F3 松下耕曲｢紀の国のこどもうた３｣から 堺住吉いとまの太鼓、えべすけどんどん
麻生高校 G1 皆川達夫訳詩 ジャヌカン曲 鳥の歌
神奈川学園中学高校 F2 オルバーン曲 Mundi Renovatio、O Gloriosa、Lauda Sion
清泉女学院高校 F2 鈴木輝昭曲｢古謡三章｣から 殺生石
大船高校 F1 皆川達夫訳詩 ファーマー曲 美しいフィリス ほか
相洋高校 F1 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた ほか
*弥栄東高校・弥栄西高校 F1 ビーベル曲 Ave Maria
*多摩高校 G2 帆村荘児詩 尾形敏幸曲｢肖像｣から 前兆
生田高校 G2 松下耕曲｢奄美諸島の４つの島唄｣から 三京ぬ後
*北鎌倉女子学園 F2 西村朗曲｢浮舟｣から 匂宮
桐蔭学園女子部 F2 白石かずこ詩 三善晃曲｢動物詩集｣から 小猫のピッチ、ゴリラのジジ
*鎌倉女子大学合唱団 F2 シュトローバッハ曲 Ave, maris Stella
*富士通川崎合唱団 G1 バード曲｢Mass for 4 voices ｣から Kyrie、Sanctus、Benedictus
*かながわフリーダム・シンガーズ M4 草野心平詩 小山順子曲｢ばっぷくどん｣から 五匹のかえる ほか
合唱団 VOCK G1 スタンフォード曲｢ Three Motets ｣から Justorum animæ、Beati quorum via
*Trinity F4 コチャール曲 Sub tuum praesidium
ヴォーカルアンサンブル未生（Myuu） M2 コスティアイネン曲 Yö alinomainen、Kapina
*マルベリー・チェンバークワイア G2 フルショフスキー曲 Rytmus ほか
合唱団プレアンブルム G1 サンドヴォルド曲｢ Fem Latinske Kirkekor ｣から Tantum ergo sacramentum、Venite filii、Ego clamvi
クール百音 F4 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
Choir Nuts F4 福島雄次郎曲｢南島歌遊びⅡ｣から 童夢、島唄は神々を招く
Ensemble Harmo G1 ホルムボー曲｢ Liber Canticurum ｣から Hominis Dies、Benedicte Domino
*アンサンブルMora F3 柴田南雄曲｢秋来ぬと｣から そよ秋来ぬと、梁塵秘抄と名づくる事、われを頼めて
横浜室内合唱団「海～ Kai～」 G1 コダーイ曲 Jézus És A Kufárok
Clover Lovers G2 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から 世界のいちばん遠い土地へ、ぼくが死んでも
女声合唱団環 F3 周郷博詩 萩原英彦曲｢四つの小品｣から 冬枯れ ほか
*小田原少年少女合唱隊 F1 サール編曲 Meia elu ほか
*コール・キリエ G1 ウィテカー曲 Lux Aurumque ほか



- 19 -

横浜ルミナス・コール G3 高野喜久雄詩 髙田三郎曲｢わたしの願い｣から 雲雀にかわれ
女声合唱団藍の会 F2 エベン曲｢Medicamina sempiterna ｣から De arte faciem colorandi、De crinibus、De pulchritudine sempiterna
*湘南はまゆう F3 古寺七重詩曲 ながれぼしになって、いきている意味
*横浜雙葉学園聖歌隊 F1 ニーステット曲 Mary's song

〈新潟県合唱連盟〉8月26日

*新潟市関屋中学校 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 露営のともしび ほか
上越教育大附属中学校 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
*燕市燕中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
新発田市加治川中学校 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢朝のリレー｣から 朝のリレー ほか
新津市新津第一中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
長岡市栖吉中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から あいたくて、はじまり
*新潟市東新潟中学校 オルバーン曲 O Gloriosa ほか
新潟市内野中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、ゆめ売り、あわ雪
新潟市赤塚中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 橋、陽気な娘たち
新潟市松浜中学校 新実徳英曲｢よかし・よかうた｣から キ・ラ・キン
長岡市青葉台中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 古い絵、なにをさがしに
*新潟市宮浦中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢宇宙の果物｣から 曙
妙高市新井中学・上越市城西中学 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、ゆめ売り、あわ雪
五泉高校 F1 松下耕曲 Ave Maria
*敬和学園高校 G3 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
東京学館新潟高校 G3 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
柏崎常盤高校 F1 木島始詩 髙嶋みどり曲｢愛のとき｣から 霧明け
*新発田高校 F4 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 贈物
新潟南高校 F3 木島始訳詩 木下牧子曲｢ファンタジア｣から 窓、風をみたひと
*新潟中央高校 F3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第２集｣から ここ、ともに－…
*新大室内合唱団 G1 吉原幸子詩 木下牧子曲 オンディーヌ
*新潟大学合唱団 G2 まどみちお詩 信長貴富曲｢せんねんまんねん｣から 空
合唱団ユートライ G1 金関寿夫訳詩 堀内貴晃曲｢おれは歌だ おれはここを歩く｣から ホピの子守歌、敵の死を願う呪文の歌
*レディースクワイヤ June F1 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 小鳥が歌う
合唱団ぽこ・あ・ぽこ G1 モンテヴェルディ曲 Io mi son giovinetta ほか
*新潟フィルハーモニー・レディースアンサンブル F2 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から いのり
合唱団 Lalari G1 山室静訳詩 髙嶋みどり曲 あなたが歌えと命じる時に
合唱団 IKUMA G1 北園克衛詩 木下牧子曲｢ ELEGIA ｣から ELEGIA、春のガラス、秋のスピイド
合唱団 YEN F4 津田まさごろ詩 松下耕曲｢日々のあぶく｣から 三角形の中のハート、男をだめにする女、天地異変、別れが生んだ出会い

〈山梨県合唱連盟〉中学・高校・大学：9月1日 職場・一般：9月2日

南アルプス市八田中学校３学年 安岡優詩 安岡優・松下耕曲 言葉にすれば
*甲州市塩山北中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
駿台甲府中学校 工藤直子詩 木下牧子曲「光と風をつれて」から
*中央市田富中学校 島崎藤村詩 木下牧子曲｢春二題｣から 春は来ぬ
南アルプス市八田中学校 森山直太朗・御徒町凧詩曲・信長貴富編曲 虹
山梨学院大学附属中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から はる
*南アルプス市若草中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から 蟻の夏 ほか
富士河口湖高校 F2 バールドシュ曲 Bérc a ronan
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韮崎高校 F1 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 古い絵
吉田高校 F4 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 走る
山梨高校 F1 コチャール曲 O vos omnes、Ave Maria
甲府南高校 G1 武満徹詩 武満徹曲｢うた｣から 小さな空
北杜高校 F1 ラッスス曲 Beatus vir
*山梨英和高校 F1 コチャール曲｢ Három Női kar ｣から １、３
*市川高校 F2 エベン曲｢ Catonis moralia ｣から １、３、６
白根高校 F1 バード曲 Memento Salutis Auctor
甲府西高校 G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
*都留文科大学合唱団 G1 ホルムボー曲 Benedicte Domino, Animamea ほか
*県庁木星会合唱団 G2 立原道造詩 鈴木憲夫曲｢ほほえみ｣から 朝に
大月市民合唱団 G1 マレンツィオ曲 DIssi a l'amata mia lucida stella、Vezzosi augelli in frà le verdi fronde
Ｓ．Ｃ．Ｇｉｏｉｏ G1 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
*明野少年少女合唱団 F1 オルバーン曲 Pange Lingua ほか
カンターレみなみ G1 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から とむらいのあとは、自由さのため
*合唱団ＫＭＣ G1 ウィルビー曲 Thus saith my Cloris bright ほか
*富士吉田市民合唱団 G1 バールドシュ曲｢２つのチャッローケズ民謡｣から Patkóéknál ほか

〈静岡県合唱連盟〉8月26日

藤枝市大洲中学校 西世紀詩 鹿谷美緒子曲 さくら草 ほか
浜松市北星中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
*焼津市港中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
*島田市島田第二中学校混声 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
藤枝市西益津中学校混声 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢朝のリレー｣から 朝の祭
静岡英和女学院中学校 ロパルツ曲｢Messe Brève ｣から Kyrie、Gloria
*島田市島田第二中学校女声 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から 蟻の夏 ほか
藤枝市西益津中学校女声 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
浜松市与進中学校 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた ほか
菊川市岳洋中学校 小林秀雄曲 刈干切唄 ほか
*浜松市都田中学校 里乃塚玲央詩 山本純ノ介曲｢二億年ずつ 23回｣から 夜明けのプレリュード、二億年ずつ 23回
磐田北高校 F1 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
浜松海の星高校 F1 荻久保和明編曲｢なつかしいうた｣から 赤とんぼ、叱られて
浜松北高校 F1 コスティアイネン曲 Satakieli、Kirurun tie
三島北高校 F1 デーリー曲 Ave Maria
*藤枝順心高校 F2 ブストー曲｢ Gauaren zergatiaren bila ｣から Zai itxoiten
常葉学園高校 F1 コダーイ曲 A 150 Genfi zsolfar ほか
掛川西高校 F4 野上彰詩 小林秀雄曲｢落葉松｣から 落葉松
新居高校 G1 フォーレ曲 リベラメ
浜松開誠館中学高校 F1 間宮芳生曲｢ 12のインヴェンション｣から 田の草取り唄 ほか
浜松江之島高校 F2 谷川俊太郎詩 信長貴富曲 木
*浜松市立高校 G4 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢やさしさは愛じゃない｣から やさしさは愛じゃない、まだ私になれる
*藤枝西高校 F1 松下耕曲「聖母への祈り」から Ave Regina Coelorum ほか
韮山高校 G1 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢いまぼくに｣から 木
*清水西高校 F3 Gardonyi曲 Jere bé, Violám ほか
*静岡大学混声合唱団 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢地球へのバラード｣から 夕暮、地球へのピクニック
浜松アルス・アンティカ G1 ビクトリア曲 Ave Maria ほか
アクアリウス F1 信長貴富曲｢７つの子ども歌｣から 一番はじめは、江戸の子もり歌、ずいずいずっころばし
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*混声合唱団ひろば G3 やなせたかし詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から ロマンチストの豚、鷗
*浜松ラヴィアンクール F4 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
*浜松合唱団 G2 クリーク曲｢ 4 Taaveti laulu ｣から Taaveti laul Nr.104、Õnnis on inimene ほか
*静岡合唱団 G2 プーランク曲｢グローリア｣から Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
浜松フラウエンコール F3 大手拓次詩 木下牧子曲｢悲しみの枝に咲く夢｣から 心のなかの風、林檎料理



- 22 -

《東京支部》(支部大会のみ) 中学：9月16日 高校・職場：9月17日 大学・一般：9月30日

*狛江市狛江第四中学校 弥勒詩 瑞木薫曲 寒満月 ほか
*八王子市長房中学校 若松歓詩曲 君とみた歌 ほか
*八王子市立館中学校 大木敦夫詩 佐藤眞曲｢土の歌｣から 大地讃頌 ほか
*北区十条中学校 片岡輝詩 大熊崇子曲 予感 ほか
*八王子市第一中学校 片岡輝詩 平吉毅州曲｢ひとつの朝｣から ひとつの朝 ほか
*練馬区豊玉中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
*八王子市鑓水中学校 中村透曲｢真南風の祈り｣から 家たかび ほか
*町田市鶴川第二中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って
*聖ドミニコ学園中学校 ジェファーズ曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie ほか
*共立女子中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
*大妻中野中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、走る
*中央区佃中学校 鈴木憲夫詩 鈴木憲夫曲｢民話｣から 若返りの水、動物たち
*豊島岡女子学園中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢梟月図｣から 人魚、渡り鳥
*東京家政大附属女子中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに、はじまり
*國學院大學久我山中学校 山室静訳詩 髙嶋みどり曲 あなたが歌えと命じる時に
*調布市神代中学校 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 露営のともしび
*桐朋女子中学校 バールドシュ曲 Liszt Ferenc ほか
*昭島市拝島中学校・日野市三沢中学校合同合唱部 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく ほか
*日野市日野第一中学校 堀真由美詩 大熊崇子曲 羊 ほか
*東京成徳大学中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に、二十億光年の孤独
*国分寺市第三中学校 小倉朗曲｢九つの無伴奏女声合唱曲｣から ほたるこい ほか
*創価中学校 中村透曲｢四つの沖縄の歌｣から 子守歌、遊び歌、別れの歌
*東村山市東村山第五中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から 信じる
*共立女子第二高校 F2 オルバーン曲 Daemon Irrepit Callidus ほか
*共立女子高校 F3 信長貴富曲｢万葉恋歌｣から 春の苑、君待つと、天の火
*東京女子学院中学高校 F2 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 野茶坊、橋
*東亜学園高校 G1 池辺晋一郎曲｢東洋民謡集Ⅱ｣から 緑の少女は行ってしまった
*江戸川女子中学高校 F2 バルトーク曲｢ 27の合唱曲｣から Tavasz、Ne hagyj itt!、Jószágigéző
*豊島岡女子学園高校 F1 ブストー曲 Salve Regina、Lafa-lafa
*国立音楽大附属高校 F4 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
*杉並学院高校女声 F2 カライ曲 Hodie Christus natus est、Ave Maris Stella
*東京朝鮮中高級学校 F1 コ・ジョンファン曲 リムジンガン
*青山学院高等部 G3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども
*大妻中学高校 F1 エベン曲｢ O Vlaštovkách a Dívkách ｣から Kukačka kuká、Ach, laštov ě nka、Vlaštovička lítá
*南多摩高校 F1 バールドシュ曲 Cantemus ほか
*日本大学豊山女子中学高校 F4 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
*國學院久我山高校 G1 ヴァイダ曲｢Missa in A ｣から Gloria、Benedictus
*杉並学院高校男声 M4 清水脩曲 最上川舟唄 ほか
*早稲田大学高等学院 M2 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
*府中西高校 G3 メンデルスゾーン曲｢ Sechs Lieder Op.59 ｣から Die Nachtigall、Jagdlied
*大妻中野高校 F3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ Five Songs of Nonsense ｣から Two Guys、When Dandelions Bloom
*東京家政大学フラウエンコール F1 ルッソ曲｢ Cuatro Canciones Para Niños ｣から Canción China en Europa、Cancioncilla Sevillana、Canción Cantada
*創価大学銀嶺合唱団 G1 ローリゼン曲 Ubi Caritas et Amor
*大東文化大学混声合唱団 G1 リゲティ曲｢ Nonsense Madrigals ｣から The Alphabet ほか
*早稲田大学コール・フリューゲル M3 三好達治詩 三善晃曲｢王孫不帰｣から Ⅰ
*国立音楽大学男声合唱団 DIABOLICA M4 伊藤整、尾形亀之助、八木重吉詩 多田武彦曲｢雨｣から 雨の来る前、雨雨、雨
*東京工業大学混声合唱団コールクライネス G2 サンドストレム曲 Lobet den Herrn
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*立正大学グリークラブ G3 草野心平詩 千原英喜曲 コスミック・エレジー
*東京外国語大学コール・ソレイユ G1 木島始詩 信長貴富曲｢ねがいごと｣から 夏のえぐり
*リクルート混声合唱団 G1 チルコット曲｢Missa "Cantate"｣から Sanctus、Benedictus、Agnus Dei
*東京ガスコーラス部 G1 高田敏子詩 三善晃曲｢嫁ぐ娘に｣から あなたの生まれたのは、かどで
*三菱商事コーラス同好会 G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Quem vidistis pastores dicite、Hodie Christus natus est
*東京電力合唱団ハーモニックＴ G3 まどみちお詩 近藤春恵曲｢宇宙のうた｣から 雪がふる
*日立コール・システム・プラザ G4 まどみちお詩 信長貴富曲｢せんねんまんねん｣から 雲 ほか
*Ensemble Evergreen G1 オルバーン曲 De Profundis、Nunc Dimittis
*菊華アンサンブル F4 カライ曲 Ave MariaⅠ、Éjszaka
*混声合唱団コール・ブレヴィス G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Hodie Christus natus est
*CANTUS ANIMAE G1 バッハ曲 Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV226
*Bella Equipe M2 ブストー曲｢ Cuatro cantos penitenciales ｣から Tristis est anima mea、Tenebrae factae sunt
*Mille-Uno G1 パレストリーナ曲｢Missa Assumpta est Maria ｣から Kyrie、Gloria
*混声合唱団ちくわ会 G3 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Hodie Christus natus est
*混声合唱団ブルーメンクランツ G1 立原道造詩 新実徳英曲｢三つの優しき歌｣から 爽やかな五月に
*Chor June F4 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
*女声アンサンブル桜組 F1 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から とむらいのあとは、泉のうた
*男声合唱団「秀声会」 M4 周郷博詩 萩原英彦曲｢山羊の月夜｣から 山羊の月夜、六月、橋を渡って林の道へ
*イェーノーリャ・ラウラヤット M3 サンドストレム曲 The Singing Apes of Khao Yai
*ムジーク・フロイント G1 シュッツ曲｢ Cantiones Sacrae ｣から Verba mea auribus percipe、Erster Teli、Zweiter Teil
*Combinir di Corista G2 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Gloria
*SG Choral Ensemble G3 ブラームス曲｢ Zwei Motetten ｣から Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
*混声合唱団鈴優会 G1 キンタナ曲｢Mass From Two Worlds ｣から Kyrie、Hosanna、Agnus Dei
*男声合唱団「音空」 M4 寺山修司詩 鈴木輝昭曲｢銀幕哀吟｣から 惜春鳥、銀幕哀吟２
*合唱団ゆうゆう G1 フルショフスキー曲 Ritmus ほか
*アンサンブル リモーネ F1 バールドシュ曲 Magos a rutafa、Ave Maria
*ラ・プリムヴェール F2 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から いのり
*合唱団「翠」 G2 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ ほか
*Al Passo F1 オルバーン曲｢MASS No.6 ｣から Kyrie、Gloria
*Bella Notte F1 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Ave Regina Coelorum、Salve Regina
*エフェメール F1 千原英喜曲｢だんじゅかりゆしや｣から 登野城ぬ東座、うりじんクェーナ、子守唄
*合唱団歌の葉 G1 ラインベルガー曲 Warum toben die Heiden、Salve Regina
*大久保混声合唱団 G3 宗左近詩 三善晃曲｢交聲詩 海｣から Ⅱ、Ⅲ
*創価学会しなの合唱団 M3 木島始詩 三善晃曲｢遊星ひとつ｣から INITIAL CALL、バトンタッチのうた
*舫の会女声合唱団 F3 宮澤賢治詩 新実徳英曲｢無声慟哭｣から 松の針
*合唱団お江戸コラリアーず M2 竹中郁詩 信長貴富曲 ラグビイ
*MUSICA FERVIDA G2 マルタン曲｢Messe ｣から Credo
*混声合唱団麗鳴 G2 佐藤賢太郎曲｢Missa pro pace ｣から Agnus Dei
*東京ヴォイスセッション G2 ピツェッティ曲｢ 2 composizioni Corali ｣から Il giardino di Afrodite、Piena sorgeva la luna
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《中部支部》高校・大学・職場：9月22日 中学・一般：9月23日

〈長野県合唱連盟〉9月2日

*伊那市東部中学校 唐沢史比古曲 ＩＭＢＥＮＩ～魂の夜明け～
信州大学附属長野中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から とむらいのあとは ほか
*千曲市戸倉上山田中学校 木島始詩 信長貴富曲｢ Faraway ｣から How long I love to listen ほか
長野市北部中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
*長野市篠ノ井東中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から 手をください ほか
長野市犀陵中学校 トルミス曲｢ Sügismaastikud ｣から On hilissuvi、Üle taeve jooksevad pilved、Tuul kőnnumaa kohal、Kanarbik
長野市櫻ヶ岡中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
東御市東部中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
長野市柳町中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた３｣から 生きもののうた ほか
長野市東部中学校 中村透曲｢四つの沖縄の歌｣から 子守歌、遊び歌、別れの歌
松本市信明中学校 福島雄次郎曲｢道之島唄｣から 慢女節、海ぬ笹草
松本蟻ヶ崎高校 F2 ラター曲 My true love hath my heart、When daisies pied
塩尻志学館高校 F3 谷川俊太郎詩 寺嶋陸也曲｢二月から十一月への愛のうた｣から 四月のうた、五月のうた
*長野高校 G3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢もうひとつのかお｣から 愛
飯田高校 G2 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
*小諸高校 F4 新川和江詩 三善晃曲｢風に、風から｣から かざぐるま
*信州大学グリークラブ M4 バディングス曲 Jubilate Deo、Ave Regina cælorum
合唱団 NNG F2 ヴィラロボス曲｢Missa São Sebastião ｣から Benedictus、Agnus Dei
コーロカンパーニャ G2 ブストー曲 Himno ala Virgen、Ego sum pastor banus
*Ars Nova G1 Henry曲・Kilpatrick編曲 Pastime with good campany ほか
*合唱団まい G1 ジェズアルド曲｢聖木曜日のためのレスポンソリウム｣から Jerusalem, surge、Ave, dulcissima Maria
合唱団詩季 M4 コピ曲 Totus tuus、Sub tuum praesidium
アンサンブル・ヴィ・ヴォーチェ F1 シューベルト曲 Psalm 23

〈愛知県合唱連盟〉8月5日

名古屋市牧の池中学校 まどみちお詩 近藤春恵曲｢宇宙のうた｣から きこえてくる
*名古屋市高針台中学校 三好達治詩 木下牧子曲｢夢みたものは｣から 鷗 ほか
名古屋市香流中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
*名古屋市神沢中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
名古屋市山田東中学校 伊達泰輔詩曲｢生まれ変わる為に｣から Kyrie, eleison
名古屋市冨士中学校 村田さち子詩 ピアサル曲・青島広志編曲 森の狩人アレン ほか
金城学院中学校 マッキンタイア曲 Ave Maria ほか
*名古屋市振甫中学校 テルファー曲｢ The St.George Missa Brevis ｣から Gloria、Sanctus、Agnus Dei
*名古屋市桜山中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から こころ ほか
岡崎市矢作北中学校 ランブレヒツ曲｢ La Messe des Anges ｣から Gloria
岡崎市南中学校 ラウタヴァーラ曲｢ Suite de Lorca ｣から Canción de jinete、El Grito、La luna asoma、Malagueña
岡崎市六ッ美北中学校 宮澤賢治詩 鈴木輝昭曲｢星翠譜｣から 南天の蠍よもしなれ…、双子座のあわきひかりは…
名古屋市大森中学校 水野七星曲｢尾張・三河のわらべうた｣から せっせっせ、ほったろこい
武豊町富貴中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
名古屋市守山東中学校 堀真由美詩 大熊崇子曲 羊 ほか
名古屋市あずま中学校 立原道造詩 大熊崇子曲 うたふやうにゆつくりと…
名古屋市扇台中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から あいたくて
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西尾市鶴城中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から 紀州の殿さん ほか
岡崎市矢作中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ほたるたんじょう｣から ほたるたんじょう
岡崎市竜海中学校 峯陽訳詩 ラウタヴァーラ曲｢ガルシア・ロルカの詩による組曲｣から 馬にのって、叫び声、マラゲーニャ
*金城学院高校 F1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢よしなしうた｣から かえる、せなか
*桜花学園高校 F2 シュミット曲｢ En bonnes voix ｣から Prince et bergère、La mode commode ほか
聖霊高校 F2 コチャール曲 O vos omnes ほか
安城学園高校 F3 福島雄次郎曲｢道之島唄｣から 浦富
愛知高校合唱部 F3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第２集｣から 会う－手紙～川
愛知朝鮮中高級学校 F1 パク・ハンギュ曲 パダゥィル
刈谷高校 G1 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って
*愛知高校グリークラブ M4 松下耕曲｢コンポジション｣から ソーラン節
西春高校 G3 松下耕曲｢奄美諸島の四つの島唄｣から 三京ぬ後
愛知産業大学三河高校 M4 三好達治詩 多田武彦曲｢わがふるき日のうた｣から 鐘鳴りぬ
松平高校 G2 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
*聖カタリナ学園光ヶ丘女子高校 F4 秋山邦晴詩 武満徹曲｢風の馬｣から 指の呪文
*岡崎高校 G3 原民善詩 信長貴富曲｢廃墟から｣から 絶え間なく流れてゆく
*名古屋市北高校 G2 カライ曲 Stabat Mater
愛知高校コーラス部 G3 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
*中京大学混声合唱団 G2 岸田衿子詩 津田元曲｢うたをうたうのはわすれても｣から うたをうたうのはわすれても
*名古屋大学グリーンハーモニー G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から 階段の上の子供、あやつり人形劇場
*トヨタ自動車合唱部 G1 ジェニングス編曲｢ Chanticleer Choral Series ｣から Where the Sun will never down
コーメ・プリーマ G1 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
創価学会中部男声合唱団 M4 山本伸一詩 多田武彦曲｢わが心の詩｣から 旅人
混声合唱団アンサンブル・クレール G1 みずかみかずよ、くどうなおこ詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から めばえ、いっしょに
*混声合唱団 Vox MEA G1 千原英喜曲｢ラプソディ・イン・チカマツ｣から 貮の段
エシュコル F2 金子みすゞ詩 小林秀雄曲｢水と影｣から 水の影、雨のあと、夕顔
コーロ・ヴォーチェ F4 尾崎佐永子詩 小林秀雄曲｢幻の木｣から 早春
東海女声コーラス F4 永瀬清子詩 信長貴富曲｢空の名前｣から 天空歌
*ヴォーチ・アミーケ F2 宮澤賢治詩 新実徳英曲｢無声慟哭｣から 無声慟哭
HIKARI BRILLANTE F4 松下耕曲｢日本の民謡１｣から 八木節 ほか
*岡崎混声合唱団 G2 信長貴富曲｢廃墟から｣から ガ島前線、葬送のウムイ
*合唱団ノース・エコー G2 ニーステット曲 Audi、Be not afraid
*男声合唱団「響」 M4 伊藤桂一詩 髙田三郎曲｢戦旅｣から 晴夜、自分の眼

〈富山県合唱連盟〉8月19日

富山市速星中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に
高岡市国吉中学校 カプレ曲｢三声のミサ｣から Sanctus ほか
富山大附属中学校 金子みすゞ詩 鈴木憲夫曲｢みすゞこのみち｣から このみちⅠ ほか
*南砺市吉江中学校 コチャール曲 Sanctus-Benedictus ほか
高岡南高校 F1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から はる、地球の客
富山いずみ高校 F2 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすず｣から わたしと小鳥とすず、しば草
南蛎総合高校・井波高校 F2 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から すきなこと、ばら、手をください
*高岡西高校 F1 ブストー曲 Lafa-lafa ほか
*高岡第一高校 G3 スヴィデル曲 Salve Regina
*富山大学合唱団 G1 シュッツ曲｢ Cantiones Sacrae ｣から Supereminet omnem scientiam ⅩⅩⅤ ほか
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〈石川県合唱連盟〉8月19日

*白山市松任中学校 ブストー曲 Magnificat
野々市町布水中学校 ジェファーズ曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie ほか
金沢市野田中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい
白山市鶴来中学校吹奏楽部有志 カライ曲 夕暮れの歌声
金沢辰巳丘高校 F1 パウルミヒル曲｢ Funf Geistliche Motetten ｣から １、５
七尾高校 F1 コチャール曲 Salve Regina
*野々市明倫高校 F1 松下耕曲 Ave Maria、Ave Regina Coelorum ほか
金沢錦丘中学高校 G1 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
小松市立高校 F2 マーハ曲｢ Lašské helekačky ｣から Hoj hura hoj、Hojaja hojaja
*金沢泉丘高校 G1 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から かなしみ ほか
中島高校 F3 長田弘詩 信長貴富曲 世界で一番おいしいパンケーキ
*金沢二水高校 G1 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢五つのエレメント｣から 火
*金沢大学合唱団 G2 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅱ、Ⅳ
ＭＲＯ混声合唱団 G2 伊藤海彦詩 大中恩曲｢島よ｣から Ⅲ、Ⅳ
*女声合唱団 杏 F4 鈴木輝昭曲｢古謠三章｣から 羽衣
金沢混声合唱団 G2 スタンフォード曲｢ Seven Partsongs ｣から Corydon, arise!、Shall we go dance? ほか
混声合唱団コール・サンガ G2 寺山修司詩 信長貴富曲｢カウボーイ・ポップ｣から ある日、ヒスイ
ＤＡＲＳ G3 バード曲｢Mass for 4 voices ｣から Kyrie、Gloria
*合唱団水星 G1 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Quem vidistis pastores dicite、Hodie chritus natus est

〈福井県合唱連盟〉8月12日

*福井大附属中学校 原民喜詩 林光曲｢原爆小景｣から 水ヲ下サイ ほか
福井市足羽中学校 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から 世界のいちばん遠い土地へ、種子
坂井市三国中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢宇宙の果物｣から 曙 ほか
鯖江市中央中学校 プーランク曲 Ave Verum Corpus ほか
敦賀市栗野中学校 平野祐香里詩 鹿谷美緒子曲 何億もの昼と何億もの夜を越えて
坂井市春江中学校 東龍男詩 平吉毅州曲 夕陽の海
*福井市明道中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
坂井市丸岡中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花 ほか
あわら市金津中学校 宮澤賢治詩 鈴木輝昭曲｢イーハトーブ組曲｣から 風の又三郎、シグナルとシグレナス
福井市川西中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく ほか
仁愛女子高校 F1 コチャール曲 Salve Regina、Assumpta est Maria
*三国高校 F3 オルバーン曲 Noli Flere、Lauda Sion
*美方高校 F2 ペトロヴィチ曲｢Mennyi Minden ｣から Nyári rajz ほか
*福井大学グリーンエコー合唱団 G3 谷川俊太郎詩 髙嶋みどり曲｢かみさまへのてがみ｣から てんごくってどんなかんじⅠ、Ⅱ
*アンフィニ G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
コール・アローム F2 アンドリーセン曲｢Missa Simplex ｣から Gloria ほか

〈岐阜県合唱連盟〉8月19日

*大垣市興文中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢はだか｣から むかしむかし、きみ
大垣市西中学校合唱部 木坂涼詩 寺島尚彦曲 小さな協奏曲 ほか
大垣市西中学校合唱部３年女子 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から ロマンチストの豚、ひばり
大垣市西中学校合唱部３年男子 小倉久雄詩 小六禮次郎曲・西脇久夫編曲｢空とぶうさぎ｣から 空とぶうさぎ、木綿
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大垣市東中学校 谷川俊太郎詩 長谷部匡俊曲 美しい夏の朝に ほか
*飛騨市古川中学校 松下耕曲｢日本の民謡１｣から 会津磐梯山、北海盆唄
海津市日新中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から 蟻の夏 ほか
大垣市南中学校 吉澤久美子詩 坪能克裕曲｢歌のない季節に｣から 味方になって ほか
多治見高校 G3 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から でなおすうた
多治見北高校 G1 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 泉のうた
*岐阜高校 G1 ペトラッシ曲｢ Nonsense ｣
武義高校 F1 福島雄次郎曲｢南島歌遊びⅡ｣から 酒，酒，酒
*多治見西高校 F3 信長貴富曲｢万葉恋歌｣から 春の苑、天の火、山桜花
*大垣桜高校 F3 松下耕曲｢伊予のひめうた｣から 新居の麦打唄、いの字いっさいこく
大垣東高校 F4 吉原幸子詩 国枝春恵曲｢遠い秋｣から 空襲
各務原西高校 F4 ビクトリア曲 Domine, non sum dignus ほか
岐阜北高校 F2 木下牧子曲｢５つの祈り｣から 祈り５ ほか
大垣北高校 G3 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢もうひとつのかお｣から 愛
*恵那高校 G1 ラター曲 All things bright and beautiful、O clap your hands
*岐阜大学コーラスクラブ G2 宗左近詩 三善晃曲 縄文連祷
合唱団ＧＭＣ G3 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ ほか
混声合唱団ユーベルコール G1 クール曲｢ 3 Mottetti Latini ｣から Ave Maria、Laudate Dominum
白川女声合唱団・爽々 F1 オルバーン曲 Audi Voces ほか
合唱団しらさぎ G1 工藤直子詩 松下耕曲 夏がきた、うつむく青年
高山少年少女合唱団 F2 松下耕曲｢日本の民謡１｣から 会津磐梯山 ほか
*PRO MUSICA VIVA F4 秋山邦晴詩 武満徹曲｢風の馬｣から 第１ヴォカリーズ、指の呪文
*コールＯＮＥ G1 ローリゼン曲 O Magnum Mysterium
人音 G3 吉原幸子詩 新実徳英曲｢幼年連祷｣から 花、不眠

〈三重県合唱連盟〉8月19日

伊勢市城田中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
四日市市西笹川中学校 小森香子詩 熊谷賢一曲 青葉の歌
暁中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
伊勢市倉田山中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から 信じる
*三重大附属中学校 バールドシュ曲 Régi táncdal、Első népdalrapszódia
*伊勢市五十鈴中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、あわ雪、しば草
津市西郊中学校 キッド曲 Wind Song
四日市市常盤中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
伊勢市宮川中学校 Stole・Roma曲 I Will Follow Him "Chariot"
四日市高校 G1 北園克衛詩 木下牧子曲｢ ELEGIA ｣から ELEGIA、奇妙な肖像
日生学園第一高校グリークラブ M4 山村暮鳥詩 多田武彦曲｢遠いふるさと｣から ある時、針
白子高校 F1 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から ちーちーちったんこの、よっつのおじゃみうた、チョンキナ
*宇治山田高校 F1 コスティアイネン曲 Regina angelorum ほか
*伊勢高校 G1 千原英喜曲｢お伽草子｣から 浦島太郎
四日市南高校 G1 石垣りん詩 大熊崇子曲 この世の中にある
*津高校 G1 フィッシンガー曲 By the waters of Babylon
四日市西高校 F2 柳沢京子詩 三枝成彰曲｢千曲川讃歌｣から 川の怒り、千曲川有情
松阪高校 G1 ラター曲｢ Five Childhood Lyrics ｣から Monday's Child、The Owl and the Pussy-Cat、Sing a Song of Sixpence
日生学園第一高校合唱部 F4 谷川俊太郎詩 信長貴富曲 木
*暁高校 G3 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
*三重大学合唱団 G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
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合唱団すずかぜ G1 池澤夏樹詩 木下牧子曲｢ティオの夜の旅｣から 祝福
*合唱団あじろべー G1 佐藤賢太郎曲 Love on Fire ほか
さざなみ＆くらいす F3 阪田寛夫詩 中田喜直曲｢美しい訣れの朝｣から 赤い風船
松阪少年少女合唱団 F2 里乃塚玲央詩 山本純之介曲｢二億年ずつ 23回｣から 二億年ずつ 23回、ポストリュード
三重ヴォークスボーナ G1 モチュニク曲 Christus est natus、Regina caeli
*ヴォーカルアンサンブル《EST》 G1 カモレット曲 Canticum simeonis ほか
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《関西支部》(大学・職場・一般部門は支部大会のみ) 中学・高校：9月23日 職場・一般：10月7日 一般（おかあさんの部）・大学：10月8日

〈滋賀県合唱連盟〉8月4日

*大津市志賀中学校 大田倭子詩 大田桜子曲｢のびる｣から 蝶 ほか
甲賀市甲南中学校 山本瓔子詩 新実徳英曲｢五つのシャンソン｣から 春の雨、金色の実
*コンセール・クランティーヌ F1 ハットフィールド曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria、Sanctus

〈京都府合唱連盟〉9月2日

京都市桂中学校 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から ひばり ほか
京都市山科中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
綾部市綾部中学校 コスティアイネン曲 Kirurun tie、Satakieli
*聖母学院中学校 カンカイネン曲｢Waltari-Sarja ｣から Haukkani ほか
*京都市西京極中学校 川崎洋詩 北川昇曲 ウソ ほか
亀岡市東輝中学校 関根栄一詩 寺島尚彦曲｢青い麦｣から 夕なぎの海 ほか
平安女学院高校 F2 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から わたしを束ねないで
聖母学院高校 F2 コスティアイネン曲 Kirurun tie、Jaakobin pojat
*加悦谷高校 F3 新川和江詩 鈴木輝昭曲｢火へのオード｣から 火の王よあなたの国の…
京都朝鮮中高級学校 F4 コ・ジョンファン曲 リムジンガン
洛南高校 M4 森英介詩 荻久保和明曲｢火の聖女Ⅰ｣から まりあ
*西城陽高校 G3 ペンデレツキ曲 Veni creator
*京都女子高校 F4 桑名小弓詩 尾形敏幸曲｢光の生誕｣から 光の生誕
*京都産業大学グリークラブ M4 信長貴富曲｢うたうべき詩｣から 幸福ノカケラ、うたうべき詩
*佛教大学混声合唱団 G1 千原英喜曲｢ラプソディ・イン・チカマツ｣から 貮の段
*同志社グリークラブ M2 トルミス曲｢ Kalevala ｣から Incanrario maris aestuosi
*京都大学グリークラブ M2 藤原義久曲｢四つの祈りの歌｣から 前奏曲、ロンド・アレルヤ
*龍谷大学混声合唱団ラポール G2 ヴェルディ曲・山本有希子編曲｢アイーダ｣から エジプトとイシスの神に栄光あれ
*立命館大学混声合唱団メディックス G2 谷川俊太郎詩 武満徹曲｢うた｣から 死んだ男の残したものは
*京都産業大学混声合唱団ニポポ G3 チルコット曲｢ Songs and Cries of London Town ｣から Come buy、The flower of Cities all
*立命館大学メンネルコール M4 千原英喜曲｢カンティクム・サクルム｣から Dixit Dominus
*アンサンブル Vine G1 ウィテカー曲「Three Flower Songs」から Go, Lovely Rose ほか
*ＳＡ・ｋｕ・ＲＡ F3 北原白秋詩 鈴木輝昭曲｢赤き花の魔睡｣から 狂念 ほか
*女声合唱団れん F3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から 今年
*合唱団ＬＡＢＯ G2 バーバー曲 Agnus Dei

〈大阪府合唱連盟〉9月2日

阪南市貝掛中学校 三好達治詩 羽仁協子訳詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から 鷗、４４わのべにすずめ
大阪市天王寺中学校 片岡輝詩 平吉毅州曲｢わが里程標｣から わが里程標
大阪市此花中学校 コダーイ曲 Veni, veni Emmanuel ほか
*東大阪市孔舎衙中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
東大阪朝鮮中級学校 若松歓詩 若松歓曲 君とみた海
*河内長野市南花台中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
堺市浜寺南中学校 木島始訳詩 木下牧子曲｢ファンタジア｣から 雪ひらひら ほか
大阪市阪南中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
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*大阪市白鷺中学校 新川和江詩 髙嶋みどり曲｢明日のりんご｣から ふーむの歌 ほか
*岸和田市久米田中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から しば草 ほか
大阪市大淀中学校 オルバーン曲｢Mass No.6 ｣から Gloria ほか
*清教学園中学校 バールドシュ曲 Tünde nóta ほか
大阪市旭東中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から あわ雪 ほか
岸和田市山直中学校 立原道造詩 木下牧子曲｢夢みたものは｣から 夢みたものは ほか
堺市宮山台中学校 荻久保和明曲｢ミサ曲第３番「天使の詩」｣から Kyrie、Gloria
*岸和田市桜台中学校 宮澤賢治詩 鈴木輝昭曲｢星翠譜｣から うす雲のいつ湧きにけん…
池田北高校 F2 コダーイ曲｢ 4 madrigali ｣から Chi d'amor sente、Fuor de la bella caiba
*淀川工業高校 M4 木島始詩 髙嶋みどり曲 怪物たちの雑踏のなか
東大谷高校 F3 星野富弘詩 新実徳英曲｢花に寄せて｣から ばら・きく・なずな
大阪信愛女学院 F1 ブッサー曲｢ Trois Antiennes ｣から Regina cæli ほか
*清教学園高校 F1 オルバーン曲 Mundi Renovatio、Lauda Sion
三国丘高校 G2 与謝野晶子詩 石若雅弥曲｢歌はどうして作る｣から 歌はどうして作る
大阪夕陽丘高校 F2 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
*泉南高校・和泉高校 G2 柿本人麿詩 千原英喜曲｢レクイエム｣から 相聞
*関西創価高校 G3 櫻井孝一詩 山本純ノ介曲｢万象｣から 創造作、新しい力
*清水谷高校 F2 額田王詩 信長貴富曲｢万葉恋歌｣から 君待つと ほか
*大阪経済大学グリークラブ M4 伊藤桂一詩 髙田三郎曲｢戦旅｣から 自分の眼
*近畿大学文化会グリークラブ M1 間宮芳生曲｢合唱のためのコンポジションⅢ｣から 艪、引き念佛
*大阪外国語大学混声合唱団 TEMPEST G3 シェーファー曲｢ Felix's girls ｣から Gretchen、Margaret、Jou-Jou、Ashtoreth
*りそな合唱団 G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
*松下中央合唱団 G2 細川俊夫曲 Ave Maria
*住友金属混声合唱団 G2 チェミツキ曲 Regina caeli、Deus, creator omnium
*日本生命混声合唱団 G1 ヴィレット曲 O Salutaris ほか
*関西電力クリーンエネルギー合唱団 M4 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に、サッカーによせて
*大阪府警察合唱団 M4 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて、二十億光年の孤独
*創価学会関西コーラス F3 新川和江詩 大田桜子曲｢この世でいちばんやさしい歌｣から けれども大地は…
*女声コーラスわかくさ F1 オルバーン曲 O Gloriosa、Lauda Sion
*エコーきさらぎ F3 中村妙子訳詩 木下牧子曲｢Ｃ．ロセッティの４つの歌｣から 夏 ほか
*カンティ・サクレ F1 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から ゆき ほか
*女声コーラスヴィオレッタ F3 谷川雁詩 新実徳英曲｢白いうた青いうた｣から 砂よ ほか
*葡萄の会 F3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢愛の詩集｣から 四月のうた ほか
*アンサンブル・キアーラ F4 ブストー曲 Zurrun-zurrun ほか
*創価学会関西男声合唱団 M4 宮澤賢治詩 西村朗曲｢永訣の朝｣から 永訣の朝
*生駒倶楽部 M4 間宮芳生曲｢合唱のためのコンポジションⅢ｣から 艪、引き念佛
*貝掛混声合唱団 G2 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から さびしいカシの木 ほか
*ハミング・バード F3 桑名小弓詩 尾形敏幸曲｢光の生誕｣から 光の生誕
*ジュエル・コール F2 松下耕曲｢日本の民謡２｣から 五木の子守唄、三原ヤッサ節
*コールさわらぎ F3 立原道造詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から 北の海、ふるさとの夜に寄す
*猪名川グリークラブ。 M4 信長貴富曲｢くちびるに歌を｣から わすれなぐさ、秋
*女声合唱団コール・ブリランテ F3 バールドシュ曲 Magos a rutafa
*岬コールアゼリア F1 コチャール曲 Tavasz-ebreszto、Naphivogato、Salve Regina
*大阪混声合唱団 G2 千原英喜曲｢梁塵秘抄｣から 梁塵秘抄口伝第一、春のカプリース
*豊中混声合唱団 G2 新実徳英曲｢常世から｣から 南の島
*なにわコラリアーズ M4 トルミス曲 Raua needmine
*淀川混声合唱団 G2 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Gloria
*アンサンブル・エヴォリュエ G2 ニーステット曲 If You Receive My Words
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〈兵庫県合唱連盟〉8月31日

姫路市灘中学校 坂村真民詩 鈴木憲夫曲｢二度とない人生だから｣から 花・ねがい ほか
福崎町福崎西中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
*姫路市広嶺中学校 長田弘詩 松下耕曲 はじめに… ほか
神戸大学附属住吉中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 人間
神戸市鷹匠中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 人間
親和中学校 バルトーク曲 Bolyongás、Leánykérő
*甲南女子中学校 ルーカス曲 Vĕneček ほか
*武庫川女子大附属中学校 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 贈物 ほか
西宮市甲陵中学校 松下耕曲 Ave Regina Coelorum、Salve Regina
*神戸市長峰中学校 コスティアイネン曲 Kirurun tie ほか
西宮市鳴尾中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に
赤穂市赤穂東中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から 花をさがす少女
加古川市・高砂市組合立宝殿中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から あいたくて、蟻の夏
西宮市浜脇中学校 オルバーン曲 Mundi Renovatio ほか
*松陰中学校 バード曲 Adorna thalamum tuum ほか
親和女子高校 F2 プーランク曲｢ Petites voix ｣から La petite fille sage、Le chien perdu、En rentrant de lécole、Le petit garon malade、Le hérisson
*神戸高校 F3 バルトーク曲 Jószágigéző、Leánykérő、Isten veled!
姫路南高校 G1 松下耕曲｢北へ｣から 俵積み唄
*甲南女子高校 F3 Corti曲 Laus trium puerorum
*関西学院高等部 M4 北原白秋詩 多田武彦曲｢柳河風俗詩｣から かきつばた ほか
東播磨高校 F1 ブストー曲 Ave Maria gratia plena ほか
三田松聖高校 G2 ミシュキニス曲 Cantate Domino
福崎高校 G3 三好達治詩 木下牧子曲｢夢みたものは｣から 鷗
姫路西高校 G1 Perez曲 Gloria Laus ほか
豊岡高校 F2 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 哀怨、陽気な娘たち
香寺高校 G3 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から はじまり
柏原高校 G3 谷川俊太郎詩 北川昇曲｢シャガールと木の葉｣から 歩く
*八鹿高校 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢五つの願い｣から 子どもは… ほか
*松陰高校 F1 カライ曲 Hodie Christus natus est ほか
*武庫川女子大附属高校 F2 新川和江詩 鈴木輝昭曲｢火へのオード｣から 火の王よ あなたの国の…
*長田高校 G3 Swayne曲 MagnificatⅠ ほか
*西宮高校 F3 吉原幸子詩 新実徳英曲｢失われた時への挽歌｣から 翔ぶ
*武庫川女子大学コーラス部 F3 コダーイ曲｢ Négy olasz madrigál ｣から Chi vuol veder、Fior scoloriti、Chi d'amor sente
*関西学院グリークラブ M2 ヤナーチェク曲｢ Čtveřice Mužských Sborů ｣から 2 Ach Vojna, Vojna、3 Krásné Oūči Tvé
*Medieval Voice G1 ピルキントン曲 Rest, sweet Nymphs ほか
*神戸市役所センター合唱団 G2 津田定雄詩 新実徳英曲｢祈りの虹｣から ヒロシマにかける虹
*グレイス・シンガーズ G1 ブラームス曲｢ Zwei Motetten ｣から Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
*Microcosmos G1 長田弘詩 信長貴富曲｢世界は一冊の本｣から 世界は一冊の本
*Konan SOLA F3 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
*メンネルコール－好っきゃねん－ M4 金子光晴詩 髙嶋みどり曲｢感傷的な二つの奏鳴曲｣から 落下傘
*合唱団 La・Lu・La G1 千原英喜曲｢おらしょ｣から Ⅱ
*合唱団 Vivo G1 千原英喜曲 那須与一
*東条少年少女合唱団コスモス F1 まどみちお詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から うたをうたうとき、おんがく
*混声合唱団「花みずき」 G1 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から もうすんだとすれば、うたよ
*コーラス・レヴール F2 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢ことばあそびうた｣から やんま、かぞえうた
*女声コーラス「真澄鏡」 F3 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 古い絵、棗のうた、なにをさがしに
*混声合唱団 々 G1 ホルムボー曲｢ Liber Canticurum ｣から Lauda, anima mea、Laudabo dominum、Psallam deo
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*混声合唱団はもーる KOBE G1 千原英喜曲｢ラプソディ・イン・チカマツ｣から 貮の段
*女声合唱団はづき F3 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
*女声合唱団コーロ・アロードラ F3 ラッスス曲・菅野浩和編曲 O la o che bon' eccho ほか

〈奈良県合唱連盟〉8月19日

*下市町下市中学校 アグネスティーグ曲｢Missa in Discantu ｣から Kyrie、Gloria、Sanctus
葛城市白鳳中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
香芝市香芝東中学校 大江健三郎詩 信長貴富曲 新しい人に
*香芝市香芝北中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、走る
*広陵町広陵中学校 アポリネール詩・堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 露営のともしび ほか
平群町平群中学校 川崎洋詩 平吉毅州曲 海の不思議
広陵町真美ヶ丘中学校 星野富弘詩 新実徳英曲｢花に寄せて｣から ねこじゃらし ほか
香芝市香芝中学校 若松歓詩 若松歓曲 君とみた海
奈良市三笠中学校 高野辰之詩 信長貴富編曲｢ノスタルジア｣から 故郷 ほか
*奈良女子大学音楽部 F1 ニーステット曲 Sancta Maria、Hosanna
*Chœur Chêne G1 ブラームス曲｢ Zwei Motetten ｣から Schaffe in mir Gott ein rein Herz
*ラ・プリマベーラ F2 Weelkes曲・Leslie編曲 The Nightingale ほか
*鹿ノ台アザレアコーラス F3 オルバーン曲 Ludvércz ほか
*陽声たまゆら会 F3 宮澤賢治詩 新実徳英曲｢無声慟哭｣から 松の針

〈和歌山県合唱連盟〉8月9日

和歌山市東和中学校 谷川俊太郎詩 信長貴富曲 朝のリレー
*田辺市東陽中学校 間宮芳生曲｢三色草子｣から かかし ほか
*和歌山市日進中学校 コチャール曲｢ Cat and Dog ｣から Cosy Cat Nap、Cat ほか
和歌山市明和中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲 信じる
和歌山市貴志中学校 宮沢章二詩 湯山昭曲｢東北の讃歌｣から 南部うまっこ唄
*向陽高校 F4 松下耕曲｢アジアのこどもうた｣から ジャンゲル
桐蔭高校 G1 ジャヌカン曲 Le chant des oyseaux
*田辺高校 G3 千原英喜曲 那須与一
*和歌山ユース合唱団 F2 松下耕曲｢紀の国のこどもうた３｣から ことばあそびうた ほか
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《中国支部》高校・大学・職場：9月22日 中学・一般：9月23日

〈鳥取県合唱連盟〉8月12日

三朝町三朝中学校 片岡輝詩 平吉毅州曲｢わが里程標｣から わが里程標
米子市後藤ヶ丘中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から うたをうたうとき ほか
*倉吉市久米中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に
*湯梨浜町北溟中学校 深田じゅんこ詩 橋本祥路曲 時の旅人
*若桜町若桜中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏
倉吉市西中学校 信長貴富曲｢７つの子ども歌｣から あんたがさどこさ ほか
*米子市東山中学校 木坂涼詩 寺島尚彦曲 小さな協奏曲
伯耆町岸本中学校 オルバーン曲｢Missa Nona ｣から Gloria
*鳥取西高校 F1 ブストー曲 Alma Redemptoris Mater ほか
米子南高校 F1 バールドシュ曲 Cantemus ほか
*翔英学園米子北斗中学高校 F2 ボイェセン曲 Gloria
倉吉東高校 G3 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から でなおすうた
境総合・米子東・日野高校 F1 コチャール曲 O vos omnes、Salve Regina
*鳥取中央育英高校 F1 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から よっつのおじゃみうた、ちーちーちったんこの
倉吉西高校 F2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から 信じる
*米子西高校 F2 コチャール曲 Salve Regina
松柏学院倉吉北高校 F3 伊藤民枝詩 野田暉行曲 みぞれ
*鳥取大学混声合唱団フィルコール G2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、走る
*コール・凜－ Ring－ G3 若松正司曲｢二つの熊本県民謡｣から 五木の子守歌、おてもやん
境港市民合唱団ハーフェンコール G3 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢旅のかなたに｣から 歌、それは
*混声合唱団みお G3 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って
*鳥取市民合唱団 G1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から そのひとがうたうとき

〈島根県合唱連盟〉8月19日

*出雲市第三中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ひみつ｣から さようなら、うそ
*島根大附属中学校 ブストー曲 Ametsetan ほか
斐川町斐川西中学校 鈴木輝昭曲｢古事記頌歌｣から 天の石屋戸～宇受売命～ⅰⅱ
出雲市大社中学校 ホヴランド曲 Se, dager kommer ほか
出雲市第二中学校 桑名小弓詩 尾形敏幸曲｢光の生誕｣から 光の生誕
松江市第二中学校 山室静訳詩 松下耕曲｢愛の詩集｣から 一詩人の最後の歌
出雲市浜山中学校 ペトロヴィチ曲｢こんなにいっぱい｣から 秋のくまんばち、こんなにいっぱい ほか
*出雲市第一中学校 吉田映子訳詩 横山潤子曲 笑いのコーラス、雨の花
*出雲市平田中学校 吉田映子訳詩 横山潤子曲 春風 ほか
*津和野町津和野中学校 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 歌 ほか
松江市第一中学校 小林純一詩 三善晃曲｢光のとおりみち｣から めんどり団地のレグホンおばさん、麦藁帽子、えびがはねたよ
津和野高校 F1 林芙美子詩 信長貴富曲 風のような歌は
*益田高校 G3 松尾芭蕉詩 千原英喜曲｢銀河の序｣から Ⅰ、Ⅱ
*出雲北陵中学高校 F1 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢恋歌秘抄｣から きみがため春の野に出でて若菜つむ
大社高校 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢地球へのバラード｣から 私が歌う理由、地球へのピクニック
開星中学高校 G3 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
*松江東高校女声 F2 オルバーン曲 Daemon Irrepit Callidus ほか
松江北高校 G3 ウィテカー曲 Water Night
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浜田高校 G3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢五つの願い｣から 春だから、空に小鳥がいなくなった日
*出雲高校 G2 木島始詩 鈴木輝昭曲｢うたの遊星｣から 脈をみるうた
松江東高校混声 G1 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から あい
*山陰合同銀行混声合唱団 G3 ローリゼン曲｢Madrigali ｣から Ov'e, lass', il bel viso?、Luci serene e chiare
*ゾリステン・アンサンブル G1 プーランク曲 Salve Regina ほか
男声合唱団 FREIE KUNST M2 よねやまみちお曲 おらは風だ
*女声合唱団フィオーリ F4 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢女に第２集｣から 死－後生
男声合唱団うたえもん M4 金子光晴詩 髙嶋みどり曲｢感傷的な二つの奏鳴曲（ソナタ）から｣から 落下傘
*松江市民合唱団 G3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる

〈岡山県合唱連盟〉8月5日

*総社市総社西中学校 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢朝のリレー｣から 朝のリレー ほか
*総社市総社東中学校 重松清詩 髙嶋みどり曲 めぐりあい ほか
*高梁市高梁中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から うたをうたうとき ほか
岡山市上道中学校 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から ユレル ほか
倉敷青陵高校 F1 安岡優詩 安岡優・松下耕曲 言葉にすれば
山陽女子高校 F3 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう
*総社高校 G3 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏
*高梁高校 F2 まどみちお詩 木下牧子曲｢ひとつめこぞう｣から ゆきがふる ほか
*岡山城東高校 G3 長田弘詩 松下耕曲 はじめに…
*コール・ゆうぶんげん G4 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 夜と昼の子守歌、狩俣ぬくいちゃ
レディース・アンサンブル F1 デイリー曲 Ave Maria ほか
Ｊ－ｄｕｒ F2 中原中也詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から 北の海、ふるさとの夜に寄す
*Coro Piace F2 カライ曲 Ave maris stella、Ave MariaⅠ、Hodie Christus natus est
*合唱団こぶ G2 長田弘詩 一柳慧曲｢詩の中の風景Ⅰ｣から 原っぱ、太陽の光を提灯にして
*女声合唱団萌え木 F1 中原中也詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から 北の海、ふるさとの夜に寄す

〈広島県合唱連盟〉8月19日

*安田学園安田女子中学校 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から 都の春、ゆき
*東広島市高屋中学校 鈴木輝昭曲｢森へ｣から 2nd Scene
広島女学院中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から ゆめ売り、あわ雪
*ノートルダム清心中学校 コチャール曲 Assumpta est Maria、Ave maris stella
*安田女子高校 F4 国枝夏夫訳詩 カライ曲 Ave MariaⅡ、Hodie Christus natus est
広島女学院高校 F1 中原中也詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から 北の海、ふるさとの夜に寄す
広島朝鮮初中高級学校 F3 ペ・ジンジュ曲 紫陽花
*ノートルダム清心高校 F1 オルバーン曲 Pange Lingua ほか
*比治山女子高校 F1 チョピ曲｢ Due pezzi sacri ｣から Pater Noster ほか
*崇徳高校 M4 宗左近詩 荻久保和明曲｢ミサ曲第４番「炎上」｣から Kyrie 曼珠沙華、Dies iræ 炎上
*合唱団ぽっきり G3 マンティヤルヴィ曲｢ 4 Shakespeare Songs ｣から Come Away, Death ほか
*広島市役所合唱団 M4 アルカデルト曲 エレミアの哀歌
*マツダ合唱団 G1 ラター曲｢Magnificat ｣から Magnificat anima mea
*合唱団うたがき G3 まどみちお詩 三善晃曲｢詩の歌｣から カ、やどかりさん、かいがらさん
合唱団Ｌ・Ｓ・Ｏ・Ｎ F2 新川和江詩 平吉毅州曲｢歌・どこかで｣から 歌 ほか
*合唱団ある G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢その日｣から August 6
*広島中央合唱団 G2 チャイコフスキー曲 Na son grjadushchij
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〈山口県合唱連盟〉8月19日

*山口大附属山口中学校 大江健三郎詩 信長貴富曲 新しい人に ほか
*山口市白石中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
山口市大内中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢はだか｣から きみ ほか
*山口市川西中学校 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢はだか｣から きみ ほか
山口市阿知須中学校 オルバーン曲 Daemon Irrepit Callidus ほか
阿東町阿東中学校 川崎洋詩 平吉毅州曲 海の不思議
阿東町阿東東中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に
*萩市萩東中学校 金子みすゞ詩 鈴木憲夫曲｢みすゞこのみち｣から 私と小鳥とすずと ほか
周南市須々万中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から 秋のまんなかで ほか
光市大和中学校 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から 都の春
*野田学園高校 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢ひみつ｣から ひみつ
山口高校 M4 池澤夏樹詩 木下牧子曲｢ティオの夜の旅｣から 祝福
*防府高校 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
山口中央高校 F1 ブストー曲 Laudate Dominum ほか
*荻高校 G3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
*山口大学混声合唱団 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢五つの願い｣から 子どもは…、空に小鳥がいなくなった日
ネーマ＆ブランシェ F1 ブストー曲 Magnificat
*Fiore Hagi F4 中原中也詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から 北の海、ふるさとの夜に寄す
RYU G1 ローリゼン曲 「Lux Aeterna」から O Nata Lux ほか
*こうる・ソアーヴェ F2 オルバーン曲 Lauda Sion ほか
コール・とよら F3 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう
*女声合唱とおんきごう F1 松下耕曲｢伊予のひめうた｣から 新居の麦打唄、いの字いっさいこく
防府市民合唱団 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
*愛宕フラウエンコール F4 与謝野晶子詩 鈴木輝昭曲｢肖像画・絵師よ｣から 絵師よ
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《四国支部》大学・中学：9月1日 高校・職場・一般：9月2日

〈香川県合唱連盟〉8月５日

*高松市山田中学校 鈴木憲夫詩 鈴木憲夫曲｢永久ニ｣から 永久ニ
*高松市紫雲中学校 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から かなしみ、世界のいちばん遠い土地へ
*三木町三木中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
*高松市協和中学校 島尾ミホ詩 荻久保和明曲 トートーガナシ ほか
*綾川町綾南中学校 大岡信詩 信長貴富曲｢春のために｣から 時間、春のために
観音寺市大野原中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
高松市勝賀中学校 宗左近詩 尾形敏幸曲 夕焼け
*高松市国分寺中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢アカペラ・エチュード１｣から 光が ほか
高松市桜町中学校 山崎朋子詩 山崎朋子曲 大切なもの
香川町香川第一中学校 松下耕曲｢日本の民謡２｣から 三原ヤッサ節 ほか
*高松市牟礼中学校 谷川俊太郎詩 北爪道夫曲｢さる｣から ことこ ほか
*観音寺市中部中学校 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 宮殿
小豆島町内海中学校 関根栄一詩 湯山昭曲｢鮎の歌｣から 鮎の歌
*丸亀市東中学校・南中学校 宮澤賢治詩 西村朗曲｢永訣の朝｣から 永訣の朝
高松高校 G1 立原道造詩 林光曲｢花と鳥と木々の歌｣から 甘たるく感傷的な歌
*高松北中学高校 F2 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から ほたるたんじょう、ある日くまは
高松東高校 G3 羽仁協子訳詩 木下牧子曲｢三つの不思議な物語｣から 44わのべにすずめ
*高松西高校 G1 三善晃曲｢小さな目｣から せんせい、やけど、うちのミーコ、ピアノ
*高松第一高校女声アンサンブル F4 堀口大學訳詩 髙嶋みどり曲｢白鳥｣から 小鳥が歌う
*坂出高校 F4 ラウタヴァーラ曲｢ Suite de Lorca ｣から １、２、３、４
*高松第一高校合唱部 G4 谷川俊太郎詩 堀内貴晃曲｢みみをすます｣から Prologue、Ⅰ、Ⅱ

〈愛媛県合唱連盟〉7月29日

*愛媛大附属中学校 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢朝のリレー｣から 朝ゆえに、美しい夏の朝に
*新居浜市西中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢宇宙の果物｣から 宇宙の果物 ほか
*西条市西条北中学校 高野喜久雄詩 髙田三郎曲｢内なる遠さ｣から 合掌－さる、燃えるもの－蜘蛛
西条市西条東中学校 若松正司曲｢二つの熊本県民謡｣から アカペラ・五木の子守唄 ほか
*新居浜市角野中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から あやつり人形劇場、幻想喜歌劇｢船乗り｣から格闘の場面、黄色い鳥のいる風景
新居浜市南中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲 そのひとがうたうとき ほか
*松山市久米中学校 立原道造詩 松下耕曲 子守唄、灼ける熱情となって
*西条市西条南中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から わたしと小鳥とすずと、あわ雪
*松山東高校 G1 谷川俊太郎詩 鈴木輝昭曲｢ひみつ｣から ひみつ
*今治西高校 G2 大岡信詩 木下牧子曲｢方舟｣から 木馬 ほか
*松山北高校 G1 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から 世界のいちばん遠い土地へ
*新居浜西高校 G1 コダーイ曲 Veni, veni Emmanuel
*八幡浜高校 G3 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から ネロ
東温高校 F1 工藤直子詩 松下耕曲｢愛するもののためにうたう歌｣から 海の風景、夕焼け
今治工業高校 F1 松下耕曲｢伊予のひめうた｣から 新居の麦打唄
*宇和島東高校 G3 みずかみかずよ詩 木下牧子曲 めばえ
新居浜東高校 G3 松下耕曲｢紀の国のこどもうた３｣から 生きもののうた
*西条高校 G1 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ
*愛媛大学合唱団 G3 プーランク曲｢ Quatre Motets pour le temps de Noël ｣から O magnum mysterium、Quem vidistis pastores dicite、Hodie chritus natus est
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*伊予銀行合唱団 G2 鈴木憲夫詩 鈴木憲夫曲｢永久ニ｣から 永久ニ
*女声合唱団「歌姫」 F1 山崎佳代子詩 松下耕曲｢薔薇、見知らぬ国｣から コウノトリが絶えて、出発
混声合唱団 Seagulls G3 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢いまぼくに｣から 木
*Chorsal《コールサル》 G1 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢五つの願い｣から 春だから、子どもは…、願い－少女のプラカード

〈徳島県合唱連盟〉7月23日

吉野川市鴨島第一中学校 関根栄一詩 木下牧子曲 もえる緑をこころに
*徳島市応神中学校 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏 ほか
*勝浦町勝浦中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢梟月図｣から 渡り鳥 ほか
*徳島市北井上中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
鳴門市第一中学校 野口優詩 荻久保和明曲｢やさしさの日｣から やさしさの日 ほか
*徳島市城西中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
小松島市小松島中学校 片岡輝詩 平吉毅州曲｢ひとつの朝｣から ひとつの朝
*佐那河内村佐那河内中学校 まどみちお詩 松下耕曲｢合唱のためのたのしいエチュード１｣から ゆきがとける ほか
*名西高校 F3 柿本人麿詩 西村朗曲｢炎の挽歌｣から 妻への挽歌
*徳島北高校 G3 高野喜久雄詩 髙田三郎曲｢内なる遠さ｣から 合掌－さる ほか
城北高校 F3 山室静訳詩 松下耕曲｢愛の詩集｣から 一詩人の最後の歌
*徳島大学リーダークライス G1 松下耕曲｢八重山・宮古の三つの島唄｣から 狩俣ぬくいちゃ
*徳島合唱団 G1 ピツェッティ曲｢Messa di Requiem ｣から Agnus Dei、Libera Me
*徳島男声合唱団「響」 M3 間宮芳生曲｢合唱のためのコンポジション第 14番｣から Kanjo

〈高知県合唱連盟〉8月5日

*高知学芸中学校 金井直詩 佐藤眞曲 カナカナ ほか
高知大学附属中学校 新川和江詩 加賀清孝曲 名づけられた葉
*土佐女子中学校 松下耕曲｢聖母への祈り｣から Salve Regina、Ave Regina coelorum
*高知丸の内高校 F3 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から ゆき
土佐女子高校 F4 室生犀星詩 鈴木輝昭曲｢犀星緋歌｣から 朱の小箱、蝙蝠
*高知学芸高校 G3 コスティアイネン曲｢Missa in Deo Salutare Meum ｣から Sanctus ほか
*高知大学合唱団 G1 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 自己
*高知ファミリーコーラス G1 宮澤邦子訳詩 萩原英彦曲｢動物たちのコラール第２集｣から ほたるの祈り ほか
*混声合唱団 Pange G3 カザルス曲 O vos omnes ほか
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《九州支部》高校：9月7日 中学：9月8日 大学・職場・一般：9月9日

〈福岡県合唱連盟〉8月5日

福岡教育大附属小倉中学校 岸田衿子詩 津田元曲 うたをうたうのはわすれても ほか
北九州市浅川中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から 秋のまんなかで、はじまり
福岡教育大附属久留米中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から いっしょに ほか
小郡市宝城中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から ほうけた母の子守歌
太宰府市学業院中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER
大刀洗町大刀洗中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
北九州市折尾・高生・高見・中央中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢アカペラ・エチュード２｣から うさぎ ほか
北九州市二島中学校 荻久保和明曲｢なつかしいうた｣から ずいずいずっころばし ほか
*明治学園中学校 コチャール曲｢ Two Christmas Motets ｣
*北九州市穴生中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく ほか
*西南女学院中学校 松下耕曲｢聖母マリアの生涯｣から Hodie beata Virgo Maria、Assumpta est Maria
*北九州市本城中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 哀怨、収穫、陽気な娘たち
*北九州市篠崎中学校 金子みすゞ詩 松下耕曲｢わたしと小鳥とすずと｣から ゆめ売り、しば草
北九州市石峯中学校 中村透曲｢四つの沖縄の歌｣から 子守歌、遊び歌、別れの歌
北九州市則松中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 橋 ほか
北九州市柳西中学校 金子みすゞ詩 鈴木憲夫曲｢みすゞこのみち｣から 私と小鳥とすずと、草山
*北九州市高須中学校 バールドシュ曲 Magos a rutafa
小郡市三国中学校 谷川俊太郎、まどみちお詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から サッカーによせて、うたをうたうとき
*北九州市戸ノ上中学校 テルファー曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria、Sanctus
*北九州市八児中学校 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
嘉穂高校 G2 まどみちお詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から うたをうたうとき ほか
*小倉高校 G1 コチャール曲 Adoramus Te ほか
*西南女学院高校 F3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢この星の上で｣から 今年
浮羽究真館高校 G1 川崎洋詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 天へ昇った川
*明治学園高校 F4 テルファー曲｢Missa Brevis ｣から Kyrie、Gloria、Sanctus
久留米信愛女学院高校 F4 シムコー曲 Vivos Voco ほか
*東筑高校 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
明光学園中学高校 F2 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
*九大混声合唱団 G1 津田定雄詩 新実徳英曲｢祈りの虹｣から ヒロシマにかける虹
*福岡教育大学混声合唱団 G3 高田敏子詩 三善晃曲｢五つの童画｣から 風見鳥、砂時計
*スプリッツァー G1 間宮芳生曲｢ 12のインヴェンション｣から まいまい ほか
*合唱団 tutti F3 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から いのり
*混声合唱団トニカ G1 ヴィレット曲 O Salutaris
久留米カンマーコール G1 ラスボーン編曲 My Love is Like a Red, Red Rose ほか
*福岡フロイデコール G3 櫻井孝一詩 山本純ノ介曲｢万象｣から 蕃熟の大地
*西南女学院高校音楽部・ＯＧ会 F3 三好達治詩 萩原英彦曲｢抒情三章｣から 甃の上、春宵感懐
女声コーラス「クオレ」 F4 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
ＮＨＫ福岡児童合唱団ＭＩＲＡＩ F1 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花 ほか
久留米音協合唱団 G3 ミシュキニス曲 Cantate Domino ほか

〈大分県合唱連盟〉7月22日

臼杵市北中学校 アルカデルト曲・美山良夫編曲 Il bianco e dolce cigno ほか
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*平松学園向陽中学校 門倉詇詩 吉岡弘行曲｢あしたの灯｣から 地球の歌 ほか
大分市上野ヶ丘中学校 三好達治詩 多田武彦曲｢わがふるき日のうた｣から 鐘鳴りぬ
大分大附属中学校 安西薫詩 長谷部匡俊曲 夢の翼ひろげて
大分市賀来小中学校 山本和夫詩 岩河三郎曲 親しらず子しらず
大分市竹中中学校 松井孝夫詩曲 自分らしく ほか
臼杵市豊洋中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から よっつのおじゃみうた、チョンキナ
臼杵市西中学校 間宮芳生曲 にわとり一羽
*大分市戸次中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく ほか
*大分市南大分中学校 宗左近詩 大田桜子曲 虹の輪の花
*大分市判田中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から ちーちーちったんこの、紀州の殿さん
日田市東部中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた２｣から いつつの手遊びうた ほか
*大分市稙田東中学校 河野敦朗曲｢ＢＬＵＥ｣から TATA
大分西高校 F1 松下耕曲｢湖国うた紀行｣から まゆとり唄、きせない
臼杵高校 F1 半田信和詩 岡坂慶紀曲｢一瞬の幻影｣から 街角
*日田高校 F1 松下耕曲｢紀の国のこどもうた３｣から ここのお背戸で ほか
昭和学園高校 F3 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 歌
*大分舞鶴高校 G1 谷川俊太郎詩 北川昇曲｢シャガールと木の葉｣から 歩く
*芸術緑丘高校 F3 松下耕曲｢聖母マリアの生涯｣から Hodie beata Virgo Maria、Assumpta est Maria
中津南高校 F3 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた
別府鶴見丘高校 F1 鈴木憲夫曲｢ほほえみ｣から Ave Maria
*大分上野丘高校 G3 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から かなしみ、思い出すために
*アンジェルス児童合唱団 F1 オルバーン曲｢Mass No.6 ｣から Gloria、Sanctus-Benedictus
*大分市民合唱団ウイステリア・コール G1 西村英将曲 18の主題による豊後の田植え唄
大分中央合唱団 G3 ブルックナー曲｢ミサホ短調｣から Credo

〈佐賀県合唱連盟〉7月8日

佐賀市城北中学校 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から ロマンチストの豚、さびしいカシの木
*致遠館中学校 コスティアイネン曲 Satakieli ほか
佐賀市成章中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から あいたくて、蟻の夏
江北町江北中学校 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリンピースのうた ほか
*佐賀市鍋島中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 収穫、嗚咽、野茶坊
佐賀市城南中学校・城東中学校 プーランク曲 Ave verum corpus ほか
*佐賀市昭栄中学校 カライ曲 夕暮れの歌声
*佐賀女子短大付属佐賀女子高校 F3 バスクス曲 Ķekatu Dziesma ほか
牛津高校 F1 チルコット曲｢ A Little Jazz Mass ｣から Kyrie、Gloria
*小城高校 F1 まどみちお詩 木下牧子曲｢うたよ｣から おんがく
*致遠館高校 F4 パウルミヒル曲｢ Fünf Geistliche Motetten ｣から Cantate Domino, Halleluja、Ave Maria
*佐賀西高校 G1 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って、センスオブワンダー
*合唱団彩 G3 萩原朔太郎詩 西村朗曲｢蝶を夢む｣から 蝶を夢む
合唱団"ひまわり" F4 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
*合唱団ソレイユ F3 ケッコネン曲 Gloria ほか
*MODOKI G2 野上彰詩 小林秀雄曲｢前奏曲｣から 火山の嵐に吹かれ

〈長崎県合唱連盟〉7月15日

*長崎大附属中学校 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢クレーの絵本第１集｣から 階段の上の子供 ほか



- 40 -

平戸市大島中学校 金沢智恵子詩 黒澤吉徳曲 走る川
諌早市有喜中学校 間宮芳生曲｢五つのわらべうた｣から 烏かねもん勘三郎 ほか
*長崎市岩屋中学校 木下牧子曲｢５つの祈り｣から 祈り５ ほか
*諌早市諫早中学校 コダーイ曲 Ëgyetëm bëgyetëm ほか
長崎市山里中学校 岩間芳樹詩 廣瀬量平曲｢海の詩｣から 海はなかった ほか
*純心女子高校 F2 オルバーン曲 O Gloriosa、Lauda Sion
長崎北陽台高校 F1 エベン曲 Psalmus 8、De angelis
五島海陽高校 F3 グノー曲｢Messe No.4 ｣から Kyrie、Gloria
鎮西学院高校 G3 谷川俊太郎詩 髙嶋みどり曲｢風に鳴る笛｣から 未来
*長崎西高校 F1 メルネス曲 Aglepta
大村高校女声合唱団 F4 大手拓次詩 鈴木明美曲 ゆあみする蛇
大村高校男声合唱団 M4 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から ほうけた母の子守歌
活水高校 F1 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って、センスオブワンダー
対馬高校 G1 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢新しい歌｣から きみ歌えよ ほか
*聖和女子学院高校 F2 オルバーン曲｢Missa Nona ｣から Kyrie
島原高校混声合唱団 G2 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
*清峰高校 F3 堀口大學訳詩 松下耕曲｢愛の詩集｣から 馬来乙女マニヤナの歌える
*島原高校女声合唱団 F4 白石かずこ詩 三善晃曲｢動物詩集｣から 子猫のピッチ、ゴリラのジジ
*十八銀行混声合唱団 G3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
*イトウ・キネン・シンガーズ G1 バーバー曲 Agnus Dei
ほたて児童合唱団 F2 蓬萊泰三詩 三善晃曲｢オデコのこいつ｣から ゆめ
*ムジカ・チェレステ F3 岸田衿子詩 木下牧子曲｢絵の中の季節｣から 棗のうた ほか
*合唱団「翔」 G3 松下耕曲｢北へ｣から ソーラン節

〈熊本県合唱連盟〉中学・高校：7月14日 職場・一般：7月15日

*熊本大附属中学校 三好達治詩 平田聖子曲｢星の美しい村｣から 雪、純銀もざいく
水俣市葛渡中学校 岩間芳樹詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 聞こえる
*山鹿市山鹿中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
*水俣合唱団 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から でなおすうた
熊本市詫麻中学校 まどみちお詩 木下牧子曲｢ひとつめこぞう｣から ゆきがふる ほか
熊本市西原中学校 アグネスティーグ曲｢Missa in Discantu ｣から Kyrie、Sanctus ほか
*熊本市井芹中学校 ブストー曲 Ela! Ela!、Zapata txuriak、Lafa-lafa
*菊池市菊池南中学校 福島雄次郎曲｢離れ小島の女童唄｣から やんま、かまきり ほか
熊本市帯山中学校 コチャール曲｢３つの女声合唱曲｣から Ó, havas erdó némasága ほか
*宇土市鶴城中学校 福島雄次郎曲｢ニライカナイの彼方から｣から ツンダサヤ ツンダサ ほか
菊池市菊池北中学校 松下耕曲｢紀の国のこどもうた１｣から ちーちーちったんこの、ねんね根来の
*熊本市錦ヶ丘中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢梟月図｣から 人魚、何が泣いただろうか
*八代市第二中学校 蓬萊泰三詩 鈴木輝昭曲｢獅子の子幻想｣から 石の仏、都の春
天草市本渡中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
*熊本市東町中学校 松下耕曲｢日本の民謡第２集｣から 日向木挽唄、三原ヤッサ節
山鹿市菊鹿中学校 バールドシュ曲 Hej, igazítsad ほか
熊本市長嶺中学校 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに ほか
*玉名高校 F4 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢梟月図｣から 青
人吉高校 F3 三好達治詩 萩原英彦曲｢抒情三章｣から 甃の上 ほか
*済々黌高校 G1 石牟礼道子詩 荻久保和明曲｢しゅうりりえんえん｣から ゆうきすいぎん
ルーテル学院高校 F1 高野喜久雄詩 鈴木輝昭曲｢朱鷺｣から 朱鷺の声
九州学院高校 F2 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 宮殿
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御船高校 F1 木島始詩 髙嶋みどり曲｢愛のとき｣から ひとの風、霧明け
慶誠高校 F1 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
熊本中央高校 F2 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 橋
八代高校 G3 ラッスス曲 Sancta Maria ほか
*必由館高校 F2 カプレ曲｢Messe à trois voix ｣から Gloria
*水俣高校 G3 谷口勇訳詩 池辺晋一郎曲｢５つのマドリガル｣から ひどいめにあわせやがる、私の網
*第一高校 F3 淵上毛銭詩 瑞慶覧尚子曲｢なんとなんとなんしょ｣から とほせんぼ、無門
*熊本県庁合唱団 G4 ラター曲｢Magnificat ｣から Magnificat anima mea
*合唱団 Le Grazie F3 宮澤賢治詩 西村朗曲｢永訣の朝｣から 永訣の朝
コーロ・エレガンテ F2 ブストー曲 Responsorio de Navidad ほか
へきらくコール M4 石牟礼道子詩 荻久保和明曲｢しゅうりりえんえん｣から ゆうきすいぎん
*合唱団みなまた G1 谷口勇訳詩 池辺晋一郎曲｢５つのマドリガル｣から ひどいめにあわせやがる、暁ですよ
*女声合唱 凜 F4 林芙美子詩 信長貴富曲 風のような歌は
*合唱団 Speranza G1 ブストー曲 O sacrum convivium、Ametsetan
コール・ブルーメ F1 立原道造詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から ふるさとの夜に寄す
ファミーユ・ヴォイス・アンサンブル G2 古川薫詩 松下耕曲｢明日への風｣から 第三章
*熊本市民合唱団ユーゲントコール G2 Williams曲｢ Three Shakespeare Songs ｣から The Cloud-capp'd Towers、Over Hill, Over Dale ほか
混声合唱団 ARAO G1 立原道造詩 尾形敏幸曲｢肖像｣から もし鳥だったなら
デメーテル男声合唱団 M4 高野喜久雄詩 髙田三郎曲｢内なる遠さ｣から 飛翔－白鷺、己れを光に－深海魚

〈宮崎県合唱連盟〉8月5日

*宮崎大附属中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から そのひとがうたうとき
*宮崎市大宮中学校 周郷博詩 萩原英彦曲｢四つの小品｣から 冬枯れ、枯れ草の春は
延岡市土々呂中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
宮崎市大淀中学校 コチャール曲｢ Gyermekkarok Csanádi Imre verseire ｣から Tavasz-ébresztö、Naphivogotó、Holdsétáltató、Lakodalmas
*日向学院中学校 バールドシュ曲 Huszártánc、Menyecske
*西都市都於郡中学校 くどうなおこ詩 瑞慶覧尚子曲｢しまうまはねた｣から ふくろうめがね ほか
宮崎南高校 F1 西村朗曲｢浮舟｣から 薫
高鍋高校 F1 みずかみかずよ詩 木下牧子曲｢アカペラ・コーラス・セレクション｣から めばえ
*妻高校 F1 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 収穫 ほか
高千穂高校 F1 バールドシュ曲 Magos a rutafa
宮崎西高校 M4 北原白秋詩 多田武彦曲｢柳河風俗詩・第二｣から 水路
*宮崎大宮高校 G3 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢子猫物語｣から 子ども、守る
*宮崎学園高校混声 G2 大岡信詩 木下牧子曲｢方舟｣から 水底吹笛
日向高校 F1 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から 君に
*都城泉ヶ丘高校 F1 高野喜久雄詩 髙田三郎曲｢内なる遠さ｣から 合掌－さる、燃えるもの－蜘蛛
小林高校 G1 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 自由さのため
*延岡高校・延岡星雲高校 F2 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 歌
*宮崎北高校 F1 ブストー曲 Ave Maria gratia plena、Salve Regina
*日向学院高校 F2 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から そのひとがうたうとき
*宮崎学園高校女声 F3 吉原幸子詩 木下牧子曲 オンディーヌ
*宮崎女子短期大学合唱団 F3 吉原幸子詩 新実徳英曲｢失われた時への挽歌｣から 翔ぶ
*宮崎大学ブルースカイ合唱団 G1 ラター曲｢ Five Childhood Lyrics ｣から Monday's Child、The Owl and the Pussy-Cat、Windy Nights、Sing a Song of Sixpence
*旭化成旭陽会合唱団 G1 バード曲｢Mass for 4 voices ｣から Kyrie、Gloria
*Musica Venerdi F3 ヴィラロボス曲｢Missa São Sebastião ｣から Gloria
*Patata Dolce F1 村山槐多詩 西村朗曲｢青色廃園｣から いのり
*宮崎 Pisello Dolce F3 吉原幸子詩 木下牧子曲 オンディーヌ
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コーラスたんぽぽ F4 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 歌

〈鹿児島県合唱連盟〉7月29日

鹿児島市谷山北中学校 弥勒詩 瑞木薫曲 地球の鼓動 ほか
*鹿児島市城西中学校 石牟礼道子詩 荻久保和明曲｢あやとりの記｣から 鋸曳き唄
日置市土橋中学校 風戸強詩 大田桜子曲 夢を育てよう ほか
鹿児島市伊敷台中学校 風戸強詩 松下耕曲 明日に渡れ ほか
*鹿児島大附属中学校 湯山昭曲｢四国の子ども歌｣から 四国ばやし、祖谷のかずら橋
鹿児島純心女子中学校 工藤直子詩 松下耕曲｢あいたくて｣から 日記 ほか
出水市出水中学校 オルバーン曲 Mundi Renovatio、Lauda Sion
*鹿児島市緑丘中学校 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢宇宙の果物｣から 宇宙の果物 ほか
鹿屋市上小原中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に ほか
*志布志市立有明中学校 ブストー曲 Salve Regina、Alleluia
鹿児島市紫原中学校 やなせたかし詩 木下牧子曲｢愛する歌｣から ロマンチストの豚 ほか
鹿児島市和田中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
鹿児島市西紫原中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲｢空に、樹に…｣から 生きる
*指宿市山川中学校 谷川俊太郎詩 新実徳英曲 やわらかいいのち
霧島市国分中学校 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から サッカーによせて ほか
鹿屋女子高校 F4 宗左近詩 鈴木輝昭曲｢恋歌秘抄｣から きみがため春の野に出でて若菜つむ
甲南高校 F2 木島始訳詩 木下牧子曲｢ファンタジア｣から 風をみたひと、ジプシー
鹿児島中央高校 F2 バールドシュ曲 Magos a rutafa
鹿児島玉龍高校 G3 工藤直子詩 木下牧子曲｢光と風をつれて｣から いっしょに、秋のまんなかで
*鹿児島高校 G2 コチャール曲｢Missa Tertia ｣から Gloria
*松陽高校 F3 新川和江詩 木下牧子曲｢わたしは風｣から 遠い鏡、歌
大口明光学園 F1 谷川俊太郎詩 木下牧子曲｢地平線のかなたへ｣から 春に
*鶴丸高校 G4 谷川俊太郎詩 信長貴富曲｢いまぼくに｣から 木
*鹿児島女子高校 F3 信長貴富編曲｢うたつむぎ・おとつむぎ｣から 祝え付け、雨ぐれ、六調
*鹿児島国際大学学友会混声合唱団 G1 鳥潟朋美詩 松下耕曲｢風の夏｣から 夏 ほか
*プリマヴェーラ F2 松下耕曲｢日本の民謡２｣から 五木の子守唄、三原ヤッサ節
鹿屋市民合唱団 G1 ウィテカー曲「Three Flower Songs」から
アンサンブル神村 F1 風戸強詩 荻久保和明曲｢サバンナ｣から 遠い記憶
*混声合唱団グリーンエコー G1 千原英喜曲｢どちりなきりしたん｣から Ⅳ、Ⅴ
伊佐混声合唱団 G1 フォーレ曲 ラシーヌ賛歌
*川内市民合唱団 G1 ローリゼン曲 Ave Maria

〈沖縄県合唱連盟〉7月22日

*那覇市首里中学校 木島始詩 信長貴富曲｢初心のうた｣から 初心のうた ほか
うるま市あげな中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から OH MY SOLDIER
読谷村古堅中学校 鶴見正夫詩 荻久保和明曲｢ IN TERRA PAX ｣から IN TERRA PAX
豊見城市長嶺中学校 荒木とよひさ詩 三木たかし曲 滝口亮介編曲 心の瞳
沖縄市山内中学校 谷川俊太郎詩 松下耕曲｢そのひとがうたうとき｣から 信じる
うるま市具志川東中学校 片岡輝詩 平吉毅州曲｢わが里程標｣から わが里程標
*那覇市石田中学校 くどうなおこ詩 木下牧子曲｢ふくろうめがね｣から あざらしなかま、ほたるたんじょう、ある日くまは
*豊見城市豊見城中学校 宮田滋子詩 木下牧子曲｢グリンピースのうた｣から グリーンピースのうた ほか
琉球大附属中学校 御木白日詩 大熊崇子曲 さくら
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金武町金武中学校 関根栄一詩 寺島尚彦曲 夕なぎの海 ほか
*南城市玉城中学校 福島雄次郎曲｢南島歌遊び｣から 朝の祈り、橋
与那原町与那原中学校 くどうなおこ詩 瑞慶覧尚子曲｢しまうまはねた｣から ふくろうめがね ほか
*本部町本部中学校 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢地球に寄り添って｣から 地球に寄り添って
糸満市潮平中学校 関根栄一詩 寺島尚彦曲 夕なぎの海 ほか
*首里東高校 G3 寺山修司詩 信長貴富曲｢思い出すために｣から かなしみ、種子
普天間高校 F1 片岡輝詩 水野修孝曲｢いつもそこにスフィンクスがいた｣から 虹の神イシス、あこがれ
那覇国際高校 F2 ビュセール曲 聖母マリアのための３つのアンティフォナ
具志川高校 F1 立原道造詩 三善晃曲｢三つの抒情｣から ふるさとの夜に寄す
*首里高校 G3 長田弘詩 信長貴富曲｢世界は一冊の本｣から 世界は一冊の本
開邦高校 F4 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 木とともに人とともに
*尚学学園沖縄尚学高校 G3 大岡信詩 木下牧子曲｢方舟｣から 方舟
*合唱団「い～すたん」 G1 松下耕曲｢奄美諸島の四つの島唄｣から さいさい節、三京ぬ後
*White Lily F4 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
那覇混声合唱団 G1 萩原貢詩 廣瀬量平曲｢カムイの森で｣から ひぐまのうた、くまげらのうた
アンサンブル「半音会」 F3 谷川俊太郎詩 三善晃曲｢木とともに人とともに｣から 生きる
城岳混声合唱団 G1 片岡輝詩 鈴木憲夫曲｢未来への決意｣から 決意
那覇少年少女合唱団 F1 村田さち子詩 新実徳英曲｢森のいのち｣から 森と宇宙


