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第1回
1978(昭和53)年8月27日(日)虎ノ門ホール
前夜祭：椿山荘
選考委員：池田明良・石井歓・糸賀英憲・関屋晋・中田喜直
<ひ>雪柳会コーラス(北海道)　エリカフラウエンコール(大分県)　平おかあさんコーラス(福島県)
明石オールドコーラス(兵庫県)　コーロ・みお(神奈川県)
<賞なし>さざなみコーラス(北海道)　佐世保ママコーラス(長崎県)　山形市おかあさん合唱団(山
形県)　久米コーラス(愛媛県)　グリーンコール(徳島県)　オクリーエコー (大阪府)　むぎぶえ会(京
都府)　陽声たまゆら会(奈良県)　女声合唱団クローバーエコー (兵庫県)　コール芙志乃(山口県)　
コーロ・ブリランテ(広島県)　みなみコーラス(埼玉県)　甲府女声「和の会」(山梨県)　みどりの会(愛
知県)　駒ヶ根女声コーラス(長野県)　小金井女声合唱団(東京都)　四宮小学校ＰＴＡコーラス・クラ
ブ(東京都)　くにたち女声合唱団(東京都)

第2回
1979(昭和54)年8月18日(土)東京文化会館大ホール
前夜祭：椿山荘
選考委員：石井歓・中田喜直・湯山昭
<ひ>女声合唱団ジュディ(東京都)　沙羅の会(東京都)　ブルーア・アルボ(千葉県)　陽声たまゆら
会(奈良県)　コール芙志乃(山口県)　
<マ>コール・シオン(東京都)　北海道教育大付属札幌小・中ＰＴＡコーラス(北海道)　女声コーラス・
フロイデ(北海道)　コンセール合唱団(徳島県)　石山幼稚園ママさんコーラス(滋賀県)　神戸西女声
合唱団(兵庫県)　コーロ・赤坂(福岡県)　大村・カトレアコーラス(長崎県)
<す>こーる・まどか(東京都)　大新小学校すみれ会(岩手県)　日立女声コーラス(宮城県)　カーネ
ル合唱団(福井県)　マザースコールようせい(岐阜県)　上尾コーロ・ママーズ(埼玉県)　若竹会(茨城
県)　静岡フラウエンコール(静岡県)　女声合唱団「花野」(千葉県)　西条葵コーラス(愛媛県)　大川
町コーラスクラブ(香川県)　いずみコーラス(大阪府)　女声合唱団さくらんぼ(大阪府)　女声合唱団
クローバー・エコー (兵庫県)　コスモスコーラス(岡山県)

第3回
1980(昭和55)年8月24日(日)京都会館第1ホール
前夜祭：京都ホテル
選考委員：石井歓・大中恩・小松左京・中村仁策・藤本統紀子
<ヴィ>明舞女声コーラス(兵庫県)　陽声たまゆら会(奈良県)
<ひ>福島市おかあさん合唱団(福島県)　ミモザ合唱団(栃木県)　女声合唱団まゆ(東京都)　湘南
コール・グリューン(神奈川県)　彩の会(東京都)　
<ア>千里丘カナリア・コーラス(大阪府)　京都北区民合唱団(京都府)　女声合唱団さくらんぼ(大
阪府)　
<レ>米子女声合唱団コロネットコール(鳥取県)　ザ・シワクチャーズ(長崎県)　夕なぎコーラス(岡
山県)　旭川フラウエンコール(北海道)　くーる・それいゆ(東京都)　北条小ＰＴＡコーラス(愛媛県)
宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　　
<ほ>コールたかはし(岡山県)　水戸うらら合唱団(茨城県)　コーロ・フローラ(徳島県)　長野女声
コーラス(長野県)　ヴォーチェ・ビアンカ(埼玉県)　フラウエンコールかがわ(香川県)　あけび会(石
川県)　松江市ＰＴＡママさんコーラス連盟(島根県)　白ゆり合唱団(東京都)　釜石ユネスココーラス
(岩手県)　広島女声合唱団(広島県)

第4回
1981(昭和56)年8月9日(日)普門館
前夜祭：椿山荘
選考委員：石井歓・外山浩爾・中村千栄子・服部公一・宮本昭嘉
<ひ>女声合唱団「花野」(千葉県)　コーロ・みお(神奈川県)　コーロ・レ・ラーネ(東京都)　コーロ・
フローラ(東京都)　
<ひ・レ>こぶしの会(千葉県)
<レ>コール・ヴィリァ(山口県)　生石小ＰＴＡコーラス(愛媛県)　カーネル合唱団(福井県)　御蔵山
ポピーコーラス(京都府)　木の実コーラス(和歌山県)　
<お>エリカ・フラウエンコール(大分県)　熊本マードレ・コール(熊本県)　コール・マミ(青森県)　
すずかけ女声コーラス(青森県)　東広島ママのコーラス(広島県)　コール・ピクルス(岡山県)　鳥取
女声合唱団(鳥取県)　大田一中ママさんコーラスクラブ(島根県)　雪柳会コーラス(北海道)　高松市
栗林小ＰＴＡシャボンコーラス(香川県)　半田ママさんコーラス(徳島県)　コール・ベル(香川県)　
コール・なかはら(神奈川県)　横浜女声合唱団(神奈川県)　岐阜コール・グレイス(岐阜県)　陽声た
まゆら会(奈良県)　女声合唱団りんどう(兵庫県)　女声合唱団クローバー・エコー (兵庫県)　小金井
女声合唱団(東京都)　ＴＣＦ女声合唱団(東京都)

第5回
1982(昭和57)年8月22日(日)神戸文化ホール・大ホール
前夜祭：ポートピアホテル
選考委員：石井歓・伊藤京子・日下部吉彦・阪田寛夫・立川清登
<グ・ひ>女声合唱団「道」(大分県)
<ひ>岡大付属学園ＰＴＡ合唱団なでしこ(岡山県)　三の丸女声コーラス(奈良県)　あびこエコーズ
(千葉県)　東京ブルーア・アルボ(東京都)　女声コーラス“つる”(岐阜県)　陽声たまゆら会(奈良県)
沙羅の会(東京都)　藤沢女声合唱団(神奈川県)　いずみコーラス(大阪府)
<お>フラワーコーラス(京都府)　熊谷しいのみコーラス(埼玉県)　はまなすマザースコール(青森
県)　なると女声合唱団(徳島県)　女声合唱団「クール・クロア」(富山県)　リトルコール・静(栃木県)
サンコーラス(兵庫県)　倉吉女声合唱団(鳥取県)　東京文化センター女声コーラス部クール・ベルマ
マン(東京都)　フラウエンコールえひめ(愛媛県)　コールヴァイオレット・コールマミー・つきのき女
声コーラス(宮城県)　コラール・ジョリー (香川県)　コール芙志乃(山口県)　コーロ・きたうらわ(埼
玉県)　コーロ・赤坂(福岡県)　松江市ＰＴＡコーラス(島根県)　フラワーコール(宮城県)　ボア・ロ
シニョール(北海道)　コンセール・アミ(広島県)　若草高知合唱団(高知県)　コール・フロイデ(愛知
県)　リラ&アウロス(東京都)　平おかあさんコーラス(福島県)　

第6回
1983(昭和58)年8月21日(日)名古屋市民会館大ホール
前夜祭：ホテルナゴヤキャッスル
選考委員：石井歓・岡村喬生・小鳩くるみ・斉藤昌子・外山雄三
<ひ>女声合唱団「ラ・コピーヌ」(島根県)　米子女声合唱団コロネットコール(鳥取県)　大村カトレ
アコーラス(長崎県)　女声コーラスつくしんぼ(京都府)　青森コール・マミ(青森県)　新居浜コール・
マミー (愛媛県)　女声合唱団まゆ(東京都)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　女声合唱団クローバー・
エコー (兵庫県)　あかね会(東京都)　駒ヶ根女声コーラス(長野県)　女声合唱団さくらんぼ(大阪府)
<お>百合の花合唱会(北海道)　スター &たまゆら(東京都)　エプロンコーラス(徳島県)　コール・
カペラ(秋田県)　コールとちの葉(栃木県)　ミモザ合唱団(栃木県)　小高坂小学校ＰＴＡコーラス・
コスモス(高知県)　花泉会(山口県)　蕨女声合唱団(埼玉県)　フラウエンコール・かがわ(香川県)
津女声合唱団(三重県)　祇園公民館フェミニンコール(広島県)　女声合唱団千早(東京都)　三の丸
女声コーラス(奈良県)　上尾コーロママーズ(埼玉県)　みどりの会(愛知県)　夕なぎコーラス(岡山
県)　湖南フラワーコーラス(滋賀県)　コーロみお(神奈川)

JCA Mothers' Chorus Festival　
<略号>
 <ひ>=ひまわり賞 <ア>=アイデア賞 <レ>=レインボー賞 <ヴィ>=ヴィーナス賞
 <ほ>=ほのぼの賞 <す>=すみれ賞 <マ>=マーガレット賞 <お>=おかあさんコーラス (大会 ) 賞
 <グ >=グランプリ



第7回
1984(昭和59)年8月19日(日)ゆうぽうと簡易保険ホール
前夜祭：椿山荘
選考委員：石井歓・砂原美智子・高田敏子・小林秀雄・堀威夫
<グ・ひ>すずかけ女声コーラス(青森県)
<ひ>ふみの会(東京都)　女声合唱団「クール・クロア」(富山県)　西条葵コーラス(愛媛県)　明舞
女声コーラス(兵庫県)　船橋女声合唱団(千葉県)　女声合唱団さくらんぼ(大阪府)　あかしあコーラ
ス(長野県)　エリカフラウエンコール(大分県)　新宿トパーズ(東京都)　ＴＣＦ女声合唱団(東京都)
<お>山形市おかあさん合唱団(山形県)　大竹市民合唱団(広島県)　三木コーロ・カリータ(香川県)
水戸うらら女声合唱団(茨城県)　倉吉女声合唱団(鳥取県)　野バラ女声合唱団(京都府)　コール・
ブーケ(東京都)　岡山女声合唱団(岡山県)　グリューン・コール(徳島県)　札幌エフェメール(北海道)
女声コーラスすなやま(新潟県)　日吉台合唱団(滋賀県)　長岡女声合唱団「さつき」(新潟県)　今治
女声合唱団クローエ(愛媛県)　コール・萩(東京都)　金沢市中央公民館コーラス円(石川県)　熊本
マードレ・コール(熊本県)　シャンソニエール・ド・ウベ(山口県)　附小コーラス(高知県)　まつえコー
ルブルー (島根県)　コール・ベルヴォア(群馬県)　エコーかたしお(奈良県)

第8回
1985(昭和60)年8月25日(日)フェスティバルホール
前夜祭：ホテル日航大阪
選考委員：石井歓・坂本博士・菅沼潤・中山知子・服部公一
<グ・ひ>陽声たまゆら会(奈良県)
<ひ>五所川原ママコーラス(青森県)　女声合唱団「道」(大分県)　女声合唱団クローバーエコー (兵
庫県)　駒ヶ根女声コーラス(長野県)　コーロ・フィオーレ(熊本県)　松山女声合唱団(愛媛県)　アン
サンブル・ロジェ(東京都)　青森コール・マミ(青森県)　東京ブルーア・アルボ(東京都)　ジュディ&
グース(東京都)
<お>むぎぶえの会(京都府)　こうる・ゆうび(群馬県)　コール一宮(岡山県)　鴨島合唱団(徳島県)
水すまし(滋賀県)　双葉会(群馬県)　フェミニンコール(広島県)　平おかあさんコーラス(福島県)　
鳥取女声合唱団(鳥取県)　静岡フラウエンコール(静岡県)　こーろ・えれがんつぁ (東京都)　一つ橋
ローズハーモニー (高知県)　ハッピーコール(山口県)　コール・レ・フルール(埼玉県)　千里丘カナリ
ア・コーラス(大阪府)　神代女声コーラス(東京都)　香川若草合唱団(香川県)　女声合唱団「ラ・コピー
ヌ」(島根県)　コーロ・エミナース(愛知県)　女声合唱団たま(神奈川県)

第9回
1986(昭和61)年8月24日(日)神奈川県立県民ホール
前夜祭：ロイヤルホール・ヨコハマ
選考委員：石井歓・磯部俶・大中恩・松田敏江・眞理ヨシコ
<グ・ひ>新宿トパーズ(東京都)
<ひ>多摩フラウエンコール(東京都)　コールララ(北海道)　生石小ＰＴＡコーラス(愛媛県)　コー
ラス大篠(高知県)　コーロ・レ・ラーネ(東京都)　まつえコールブルー (島根県)　宮崎はまゆうコー
ラス(宮崎県)　コール・オアーゼ(東京都)　カーネル合唱団(福井県)　フラウエンコールえひめ(愛媛
県)　女声コーラス「つる」(岐阜県)　すずかけ女声コーラス(青森県)　陽声たまゆら会(奈良県)　沙
羅の会(東京都)
<お>焼津市民合唱団(静岡県)　なでしこ(岡山県)　むぎぶえの会(京都府)　コールマミー小名浜
(福島県)　安佐女声合唱団(広島県)　ミモザ合唱団(栃木県)　合歓の会(茨城県)　エコーきさらぎ
(大阪府)　将監グリーンハーモニー (宮城県)　コール・やない(山口県)　コール・ベル坂出(香川県)
神戸女声合唱団(兵庫県)　御所ＰＴＡグリーンハーモニー (徳島県)　女声合唱団けやき(福岡県)　東
城コールエコー (広島県)　日吉台合唱団(滋賀県)　清水女声コーラス(静岡県)　コーラスにれの会
(北海道)　藤沢女声合唱団(神奈川県)

第10回
1987(昭和62)年8月23日(日)福岡サンパレス大ホール
前夜祭：ホテルニューオータニ博多
選考委員：石井歓・加納純子・栗林義信・松田敏江・森脇憲三
<グ・ひ>女声合唱団「クール・クロア」(富山県)　五所川原女声コーラス(青森県)
<ひ>ヴォーチェ・のべおか(宮崎県)　コール芙志乃(山口県)　山形市おかあさん合唱団(山形県)　
コールレガート(京都府)　エリカフラウエンコール(大分県)　明舞女声コーラス(兵庫県)　エコーフ
ローラ(奈良県)　船橋女声合唱団(千葉県)　リラ&アウロス(東京都)
<お>ボーチェ・たちかわ(東京都)　女声コーラス どれみふぁ (高知県)　あびこエコーズ(千葉県)
郡山婦人合唱団(福島県)　愛大附属小ＰＴＡコーラス(愛媛県)　ボーカルあじさい(滋賀県)　ＴＣＦ
女声合唱団(東京都)　なると女声合唱団(徳島県)　麦の会(北海道)　リトルコール・静(栃木県)　清
新女声合唱団(東京都)　フラウエンコール・かがわ(香川県)　新居浜コール・マミー (愛媛県)　駒ヶ
根女声コーラス(長野県)　フラウエンコール南(福岡県)　女声合唱団ラ・コピーヌ(島根県)　はまな
すマザースコール(青森県)　女声アンサンブル・アトリエ(大阪府)　静岡フラウエンコール(静岡県)
コーロ・ブリランテ(広島県)　市川女声(千葉県)　こーろ・たまゆら(東京都)　夕なぎコーラス(岡山
県)　ふたば女声合唱団(長崎県)　広島女声合唱団(広島県)

第11回
1988(昭和63)年8月7日(日)北海道厚生年金会館ホール
前夜祭：京王プラザホテル札幌
選考委員：石井歓・大志万明子・大中恩・鈴木捺香子・松田敏江
<グ・ひ>熊本マードレ・コール(熊本県)　陽声たまゆら会(奈良県)　
<ひ>女声合唱団「ヴォーチェ・フォンターナ」(富山県)　旭川市末広公民館なでしこコーラス(北海道)
水戸うらら女声合唱団(茨城県)　ミモザ合唱団(栃木県)　仙台門前女声合唱団(宮城県)　マザース
コール・ようせい(岐阜県)　雪柳会コーラス(北海道)　ＫＯＮ・ヴォーカル・アンサンブル(東京都)　
青森コール・マミ(青森県)
<お>大村グリーン・コーラス(長崎県)　コールたかはし(岡山県)　神代女声コーラス(東京都)　大
内小学校ママさんコーラス(山口県)　和歌山女声合唱団(和歌山県)　コラール・ジョリー (香川県)　
コーロ・嵐山(京都府)　いずみの森合唱団(岡山県)　西条葵コーラス(愛媛県)　コール・ブーケ(長
崎県)　コール・オアーゼ(東京都)　志木こーる・円(埼玉県)　コーラスにれの会(北海道)　まつえコー
ルブルー (島根県)　女声コーラスすなやま(新潟県)　グリューン・コール(徳島県)　ポーコアポーコ(兵
庫県)　マザーグース合唱団(東京都)　フラウエンコールひろしま(広島県)　久米コーラス(愛媛県)
木太小学校ＰＴＡコーラスパープルエコー (香川県)　ＹＭＦＣ(滋賀県)　女声合唱団こーろ・えれがん
つぁ (東京都)　すずかけ女声コーラス(青森県)　合歓の会(茨城県)

第12回
1989(平成元)年8月27日(日)広島厚生年金会館ホール
前夜祭：広島全日空ホテル
選考委員：浅井敬壹・池辺晋一郎・斎藤昌子・関屋晋・眞理ヨシコ
<グ・ひ>八幡市女声合唱団(京都府)
<ひ>日田コール・アイリス(大分県)　女声合唱団「クール・クロア」(富山県)　多摩フラウエンコー
ル(東京都)　女声合唱団さくらんぼ(大阪府)　女声合唱団岡山なでしこ(岡山県)　女声合唱団はっぴ
いすまいる(兵庫県)　船橋女声合唱団(千葉県)　沙羅の会(東京都)　エコーフローラ(奈良県)　花
の環コーラス(千葉県)　女声コーラス「つる」(岐阜県)　大竹市民合唱団(広島県)　福島メール・ハー
モニー (福島県)　
<お>岩国女声合唱団(山口県)　コール・レインボー北山台(滋賀県)　ボーチェ・たちかわ(東京都)
宇多津コーロ・フィオーレ(香川県)　富士吉田コール白樺(山梨県)　Chor Traube(北海道)　はまな
すマザースコール(青森県)　大田一中ママさんコーラス(島根県)　みなみコーラス(埼玉県)　小高坂
コスモス(高知県)　女声コーラス萩の会(福岡県)　山形市おかあさん合唱団(山形県)　磯辺女声コー

History



ラス(千葉県)　清新女声合唱団(東京都)　桧北女声コーラス(北海道)　半田女声コーラス(徳島県)
向ヶ丘コーラス(鳥取県)　香川大附属高松小ＰＴＡしらうめコーラス(香川県)　松山女声合唱団(愛媛
県)　五日市コーロ・アミーカ(東京都)　女声合唱団さつま(鹿児島県)

第13回
1990(平成2)年7月29日(日)郡山市民文化センター大ホール
前夜祭：磐梯グランドホテル
選考委員：栗林義信・栗山文昭・関屋晋・髙嶋みどり・中村邦子
<グ・ひ>福島市おかあさん合唱団(福島県)
<ひ>女声合唱団クローバー・エコー (兵庫県)　カーネル合唱団(福井県)　ママ・マルベリー (神奈
川県)　コーア・テレージア(東京都)　フラウエンコール・えひめ(愛媛県)　藤沢女声合唱団(神奈川県)
コールレガート(京都府)　陽声たまゆら会(奈良県)　コール・なかはら(神奈川県)　女声合唱団けや
き(福岡県)　雪柳会コーラス(北海道)　エリカフラウエンコール(大分県)　女声合唱団「こみち」(東
京都)　フローラｅピーノ(東京都)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋賀県)
<お>すずかけ女声コーラス(青森県)　米子女声合唱団(鳥取県)　逗子女声合唱団(神奈川県)　
コール・ベル坂出(香川県)　夕なぎコーラス(岡山県)　女声合唱団Ｍａｉ(大阪府)　女声合唱団花泉
会(山口県)　女声合唱団コーロ・ファンタジア(東京都)　花野会(東京都)　コーロ・ナトゥラーレ(広
島県)　美鈴が丘コール・ウィスタリア(広島県)　コーロ・エミナース(愛知県)　津女声合唱団(三重県)
ハロー・コーラス(北海道)　江別女声コーラス(北海道)　和歌山女声合唱団(和歌山県)　野市グリー
ン・コール(高知県)　ハモール中央(鹿児島県)　合歓の会(茨城県)　鴨島合唱団(徳島県)　仙台門
前女声合唱団(宮城県)　青森コール・マミ(青森県)　くにたち女声合唱団(東京都)　熊本メール・ハー
モニー (熊本県)　こうるゆうび(群馬県)　重信コーラス(愛媛県)　まつえコール・ブルー (島根県)

第14回
1991(平成3)年8月11日(日)愛媛県県民文化会館メインホール
前夜祭：愛媛県県民文化会館　真珠の間
選考委員：斉田正子・佐藤陽三・田中瑤子・中田喜直・西澤敬一
<グ・ひ>船橋女声合唱団(千葉県)　
<ひ>コール・とがし(石川県)　女声合唱団ぶどうの木(埼玉県)　神戸西女声合唱団(兵庫県)　玉川
グリーンハーモニー (東京都)　新宿トパーズ(東京都)　ジューン・エコー (東京都)　女声合唱団かが
やき(大阪府)　フェミニンコール(広島県)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　湘南コール・カンパネラ
(神奈川県)　はまなすマザースコール(青森県)　日吉台合唱団(滋賀県)　めぐみコーラス(鹿児島県)
なると女声合唱団(徳島県)　高知コール・グルッペ(高知県)　ヴォーチェ・のべおか(宮崎県)　コーロ・
嵐山(京都府)　　
<お>コール芙志乃(山口県)　エコーかたしお(奈良県)　コール・ＡＩ(愛知県)　フリーデン・コール
(香川県)　鳥取女声合唱団(鳥取県)　女声合唱団ラ・ヴィアン・クール(福島県)　女声合唱団まゆ(東
京都)　所沢女声合唱団コール・ソアーヴェ(埼玉県)　コール一宮(岡山県)　コール・アイリス(北海道)
小金井女声合唱団(東京都)　コーラスしなの(新潟県)　ヴォーチェ・ビアンカ(埼玉県)　山形女声合
唱団(山形県)　コーロ・ドルチェ(和歌山県)　女声合唱団「ラ・コピーヌ」(島根県)　安佐女声合唱団(広
島県)　女声コーラス・フロイデ(北海道)　フラウエンコール・かがわ(香川県)　今治女声合唱クロー
エ(愛媛県)

第15回
1992(平成4)年8月9日(日)東京芸術劇場大ホール
前夜祭：椿山荘
選考委員：青島広志・木村俊光・国枝春恵・佐藤陽三・渡邊學而
<グ・ひ>女声合唱団「四季」(埼玉県)
<ひ>ミモザ合唱団(栃木県)　コール・トロイメン(広島県)　花野会(東京都)　陽声たまゆら会(奈
良県)　コール・クランツ札幌(北海道)　鎌倉長谷コーラス(神奈川県)　女声合唱団「遊」(兵庫県)　

女声合唱団Ｍａｉ(大阪府)　ひまわりの会(埼玉県)　女声合唱団明の会(山口県)　コーロ・エミナー
ス(愛知県)　まつえコールブルー (島根県)　コール・セレネ(東京都)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋
賀県)
<お>福島メール・ハーモニー (福島県)　コーラス・パープルエコー (香川県)　コール・コットン(宮
城県)グリーン・シャンテ(和歌山県)　ふたば女声合唱団(長崎県)　日田コール・アイリス(大分県)　
ボカ・グランデ(神奈川県)　新居浜女声合唱団“彩”(愛媛県)　コーラスにれの会(北海道)　つつじヶ
丘コーラス(京都府)　津女声合唱団(三重県)　Chor Traube(北海道)　こーろ・たまゆら(東京都)　
今治フラワーコーラス(愛媛県)　コンセール合唱団(徳島県)　佐川チェリーコーラス(高知県)　萌の
会(鳥取県)　女声合唱団「星砂」(沖縄県)　女声合唱団コーロ・ファンタジア(東京都)　佐倉女声合
唱団(千葉県)　いずみの森合唱団(岡山県)　アンサンブル・ロジェ(東京都)　コール・ブーケ(東京都)
福島市おかあさん合唱団(福島県)大竹市民合唱団(広島県)

第16回
1993(平成5)年8月21日(土)･22日(日)金沢市観光会館
ザ・パーティー：金沢全日空ホテル
選考委員：佐藤陽三・坪能克裕・新実徳英・丹羽勝海・峯陽
<グ・ひ>仙台門前女声合唱団(宮城県)　女声合唱団コール・ＡＩ(愛知県)
<ひ>多摩リヴィエール(東京都)　女声アンサンブル・アトリエ(大阪府)　コラール ジョリー (香川県)
磯辺女声コーラス(千葉県)　藤沢女声合唱団(神奈川県)　コール・オアーゼ(東京都)　カーネル合唱
団(福井県)　花の環コーラス(千葉県)　駒ヶ根女声コーラス(長野県)　五日市コーロ・アミーカ(東京
都)　松山女声合唱団(愛媛県)　フラワー・コーラス(京都府)　女声合唱団岡山なでしこ(岡山県)　
グリューン・コール(徳島県)　女声合唱団こーろ・えれがんつぁ (東京都)
<お>女声合唱団ラ・ヴィアン・クール(福島県)　コール・ブルーメ(広島県)　ムジカ・ヴォーリア女
声合唱団(福岡県)　女声合唱団クローバー・エコー (兵庫県)　美鈴が丘コール・ウィスタリア(広島
県)　女声合唱団虹の会(北海道)　ジュエル・コール(大阪府)　ハッピーコール(山口県)　金沢フラウ
エンコール(石川県)　一ツ橋ローズハーモニー (高知県)　大村カトレアコーラス(長崎県)　あけの会
(東京都)　船橋女声合唱団(千葉県)　エコーフローラ(奈良県)　女声コーラスすなやま(新潟県)　宇
多津コーロ・フィオーレ(香川県)　コーロ・ドルチェ(和歌山県)　エコー西高宮女声合唱団(福岡県)
米子女声合唱団(鳥取県)　彦根水すまし(滋賀県)　コールララ(北海道)　ロベリアコーラス(北海道)
女声合唱団千早(東京都)　コール鴨池(鹿児島県)　女声合唱団さつま(鹿児島県)　女声合唱団Ｍａｉ
(大阪府)　すずかけ女声コーラス(青森県)　ハローコーラス(北海道)　アンサンブル萌(神奈川県)　
ローゼン・コール(岩手県)　エコーかたしお(奈良県)　大田市立第一中学校PTAママさんコーラス(島
根県)

第17回
1994(平成6)年8月20日(土)･21日(日)京都会館第１ホール
ザ・パーティー：京都都ホテル
選考委員：日下部吉彦・関屋晋・中村邦子・服部公一・前田憲男
<グ・ひ>静岡フラウエンコール(静岡県)　フラウエンコール・えひめ(愛媛県)
<ひ>神代女声コーラス(東京都)　鴨島合唱団(徳島県)　ＫＯＮ・ヴォーカル・アンサンブル(東京都)
コーロ・エミナース(愛知県)　ラ・カンパネラ(神奈川県)　女声合唱団コール・リプル(石川県)　つく
み あいへるん(大分県)　女声合唱団かがやき(大阪府)　明舞女声コーラス(兵庫県)　女声合唱団「四
季」(埼玉県)　コール・プルメリア(神奈川県)　エリカフラウエンコール(大分県)　コーロ・嵐山(京
都府)　陽声たまゆら会(奈良県)　玉川グリーンハーモニー (東京都)　こーる・それいゆ(宮城県)
<お>コール・ソフィア(岩手県)　西条葵コーラス(愛媛県)　すずらんコーラス(兵庫県)　和歌山女
声合唱団(和歌山県)　みなみコーラス(埼玉県)　コール・マイン黒瀬(広島県)　コールいかるが(奈
良県)　はまなすマザースコール(青森県)　フローラｅピーノ(東京都)　こうる・Ｍｅｉ(山口県)　熊本
コール六花(熊本県)　花野フラウエンコール(鹿児島県)　富士吉田コール白樺(山梨県)　女声合唱
団 虹彩(北海道)　コール・レインボー北山台(滋賀県)　富有の里コーラス(鳥取県)　コール・クラン
ツ札幌(北海道)　野市グリーン・コール(高知県)　合唱団 藍 (大分県)　アンサンブル・リヴィエール

JCA Mothers' Chorus Festival　



(東京都)　夕なぎコーラス(岡山県)　コレギウム大阪女声合唱団(大阪府)　ミモザ合唱団(栃木県)　
まつえコールブルー (島根県)　女声合唱団上山こまくさ(山形県)　くるみ女声合唱団(山口県)　あか
しあコーラス(長野県)　養正コーラス(三重県)　雪柳会コーラス(北海道)　こうる ゆうび(群馬県)　
コーラス しなの(新潟県)　みたかブルーコーラス(東京都)　フェミニンコール(広島県)　コールベル・
坂出(香川県)

第18回
1995(平成7)年8月26日(土)･27日(日)群馬音楽センター
ザ・パーティー：高崎ビューホテル
選考委員：大中恩・佐藤陽三・中村邦子・村田さち子・吉村信良
<グ・ひ>コール・とがし(石川県)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋賀県)
<ひ>フリーデン・コール(香川県)　コーア・テレージア(東京都)　オクターブ・リング(神奈川県)　
ふたば女声合唱団(長崎県)　女声アンサンブル・アトリエ(大阪府)　コールレガート(京都府)　今治
女声合唱クローエ(愛媛県)　東京フラウェンカンマーコール(東京都)　アンサンブル・ポケット(広島
県)レガーテ(大阪府)　女声合唱団Mai(大阪府)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　女声合唱団コー
ル・ロマンツェ(愛知県)　コールメイツ・としとらーず(栃木県)　ブリランテｅアミーカ(新潟県)　福
島市おかあさん合唱団(福島県)
<お>コーロ・みお(神奈川県)　コール・モア(兵庫県)　コーラル・クローバー (埼玉県)　関女声合
唱団(岐阜県)　金沢フラウエンコール(石川県)　下松女声合唱団(山口県)　熊本メール・ハーモニー
(熊本県)　鳥取女声合唱団(鳥取県)　やまのべ女声合唱団(山形県)　コーロ・ナトゥラーレ(広島県)
クール オルタンシア(東京都)　船橋女声合唱団(千葉県)　クールビヨン(北海道)　なると女声合唱団
(徳島県)　エコー フローラ(奈良県)　コール・マミー小名浜(福島県)　千歳女声合唱団(北海道)　フ
ラウエンコール・かがわ(香川県)　女声合唱団「遊」(兵庫県)　城西コーラス コール・ピオニー (島根県)
合唱団ソーレ・Ｍｉｏ(和歌山県)　女声合唱団「游」(東京都)　ヴォーチェ・のべおか(宮崎県)　ステ
ラ マリス(神奈川県)　コール芙志乃(山口県)　コール・ピクルス(岡山県)　女声合唱団「すかがわ」(福
島県)　コール ララ(北海道)　ぐるーぷ・たんぽぽ(北海道)　女声合唱団かざみ(東京都)　コーロ・
アンジェリカ(佐賀県)　コール とちの葉(栃木県)　コールエコー女声合唱団(千葉県)　女声合唱団高
知コール・グルッペ(高知県)

第19回
1996(平成8)年8月24日(土)･25日(日)熊本県立劇場コンサートホール
ザ・パーティー：ニュースカイホテル
選考委員：日下部吉彦・国枝春恵・佐藤陽三・宍戸悟郎・福島雄次郎
<グ・ひ>仙台門前女声合唱団(宮城県)　クール・ベルママン(東京都)
<ひ>女声コーラス「つる」(岐阜県)　熊本マードレ・コール(熊本県)　水戸うらら女声合唱団(茨城県)
女声合唱団 はな(京都府)　コール・ブルーメ(広島県)　女声合唱団コール・ＡＩ(愛知県)　玉川グリー
ンハーモニー (東京都)　女声合唱団さつま(鹿児島県)　コールレガート(京都府)　花の環コーラス
(千葉県)　ベレーザとパール(熊本県)　女声合唱団 ラ・コピーヌ(島根県)　コーロ・ピーノ(東京都)
小山合唱団(栃木県)　五所川原女声コーラス(青森県)　新宿トパーズ(東京都)　女声合唱団かがやき
(大阪府)
<お>ＹＭＦＣ(滋賀県)　女声コーラスすなやま(新潟県)　コーロ・レ・ラーネ(東京都)　女声合唱団 
小高坂コスモス(高知県)　柏プリムラ・エ・コール(千葉県)　網走はまなす女声合唱団(北海道)　山
形女声合唱団(山形県)　コールあまくさ(岡山県)　半田女声コーラス(徳島県)　陽声たまゆら会(奈
良県)　コールなかはら(神奈川県)　女声合唱団けやき(福岡県)　くりの実会(東京都)　まつえコー
ルブルー (島根県)　レガーテ(大阪府)　女声合唱団 虹の会(北海道)　タウンかがわコーラス(香川
県)　御荘コールコスモス(愛媛県)　コーラスならしの(千葉県)　チロル＆プルメリア(千葉県)　コー
ル・トロイメン(広島県)　合唱団おおさわの(富山県)　秋田女声合唱団(秋田県)　会津女声合唱団「ラ・
フローラ」(福島県)　コーラス ポコ・ア・ポコ(北海道)　明舞女声コーラス(兵庫県)　和歌山女声合
唱団(和歌山県)　女声コーラス ふらいぱん(福岡県)　コーロ・エミナース(愛知県)　さみどり合唱団
(静岡県)　新居浜女声合唱団“彩”(愛媛県)　パープル・エコー (徳島県)　女声合唱 花泉会(山口県)

女声合唱団 明の会(山口県)　鹿ノ台アザレアコーラス(奈良県)

第20回
1997(平成9)年8月23日(土)･24日(日)札幌コンサートホール Kitara
ザ・パーティー：京王プラザホテル札幌
選考委員：大志万明子・佐藤眞・関屋晋・眞理ヨシコ・吉村信良
<グ・ひ>フラワー・コーラス(京都府)　フローラｅピーノ(東京都)
<ひ>コール・西都(宮崎県)　ジュエル・コール(大阪府)　コーア・テレージア(東京都)　東京フラウ
エン・カンマーコール(東京都)　甲府女声合唱団「コーロ・リリカ」(山梨県)　駒ヶ根女声コーラス(長
野県)　エコーかたしお(奈良県)　女声合唱団ラ・ヴィアン・クール(福島県)　コール・とがし(石川県)
養正コーラス(三重県)　あびこエコーズ(千葉県)　総社女声合唱団(群馬県)　アンサンブル・バロン
(東京都)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋賀県)　雪柳会コーラス(北海道)　女声合唱団かがやき(大
阪府)　松山女声合唱団(愛媛県)
<お>合唱団“まりもあ”(岐阜県)　コール滝の原(栃木県)　女声合唱団コールとちの葉(栃木県)　
北九州メモリアル女声合唱団(福岡県)　コラール・ジョリー (香川県)　サウンド・コラージュ(島根県)
女声コーラス花音(島根県)　市川女声(千葉県)　女声合唱団コーロ・アロードラ(兵庫県)　新十津川
アザレアコーラス(北海道)　グリューン・コール(徳島県)　女声合唱団コールエリカ(東京都)　久米
コーラス(愛媛県)　女声合唱団仙台ＮＦＣ(宮城県)　広島女声合唱団(広島県)　女声合唱団ラ・ヴィ
アン・ローズ(福島県)　旭川フラウエンコール(北海道)　合唱団ソーレＭｉｏ(和歌山県)　尾道女声合
唱団まどか(広島県)　澪の会(埼玉県)　熊本コール六花(熊本県)　コール・トラウベ(北海道)　船橋
女声合唱団(千葉県)　すずらんコーラス(兵庫県)　女声合唱団マリア・クワイア(山形県)　岩国女声
合唱団(山口県)　女声合唱団“和ぐ”(宮城県)　エコーフローラ(奈良県)　コーロ河口湖(山梨県)　
ネーマ＆ブランシェ(山口県)　夕なぎコーラス(岡山県)　一ッ橋ローズハーモニー (高知県)　めぐみ
コーラス(鹿児島県)　宇多津コーロ・フィオーレ(香川県)　女声合唱団岡山なでしこ(岡山県)　ジュー
ン・エコー (東京都)　つくみ あいへるん(大分県)

第21回　「コーラス・ジャンボリー '98 inくらしき」と併催

1998(平成10)年8月22日(土)･23日(日)倉敷市民会館・倉敷チボリ公園ほか
選考委員：浅井敬壹・佐藤陽三・関屋晋・髙嶋みどり・村田さち子
<グ・ひ>女声合唱 彦根水すまし(滋賀県)　女声合唱団はづき(兵庫県)
<ひ>フェミニンコール広島(広島県)　コール・青梅(東京都)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　コー
ルレガート(京都府)　磯辺女声コーラス(千葉県)　ムジカ・ヴォーリア女声合唱団(福岡県)　コーロ・
フローラ(東京都)　花の環コーラス(千葉県)　マザーグース合唱団(東京都)　女声合唱団コーロ・ア
ロードラ(兵庫県)　くりの実会(東京都)　陽声たまゆら会(奈良県)　レガーテ(大阪府)　エリカフラ
ウエンコール(大分県)　コールベル・坂出(香川県)　玉川グリーンハーモニー (東京都)
<お>鹿ノ台アザレアコーラス(奈良県)　クール・クレール(愛知県)　せせらぎコーラス(岡山県)　
福島メール・ハーモニー (福島県)　福島市おかあさん合唱団(福島県)　コール・クランツ札幌(北海道)
愛大附属コーラス(愛媛県)　ザ・コーラス静輪(栃木県)　みたかブルーコーラス(東京都)　金沢フラ
ウエンコール(石川県)　まどかコーラス(神奈川県)　女声合唱団 虹の会(北海道)　女声合唱団チェ
リー (高知県)　コール・エ・コールかもじま(徳島県)　コール・マイン黒瀬(広島県)　小山合唱団(栃
木県)　すずかけ女声コーラス(青森県)　女声合唱団「クール＆ヴォーチェ」(富山県)　ペチャクチャー
ズ(徳島県)　まつえコールブルー (島根県)　倉敷市立大高小学校育友会コーラスクラブ(岡山県)　
コーラスあんさんぶる(大阪府)　ブリランテｅアミーカ(新潟県)　Fiore Hagi(山口県)　女声合唱団
ささゆり(山形県)　日田コール・アイリス(大分県)　コール・トワニー (長崎県)　コーラス・パレット(和
歌山県)　女声コーラス「円」(宮崎県)　ぱすてる とおん(広島県)　山口女声合唱団「音夢」(山口県)
富士吉田コール白樺(山梨県)　コーラル・クローバー (埼玉県)　浦和女声合唱団(埼玉県)　あかしあ
コーラス(長野県)　女声合唱団 沙羅(鳥取県)　コール ララ(北海道)　北見女声合唱団 四季の会(北
海道)



第22回
1999(平成11)年8月21日(土)･22日(日)岩手県民会館大ホール
ザ・パーティー：盛岡グランドホテル
選考委員：小原孝・川崎洋・日下部吉彦・佐々木まり子・松下耕
<ひ>あんさんぶる“のぞみ”(東京都)　藤沢女声合唱団(神奈川県)　エコーフローラ(奈良県)　東
京フラウエン・カンマーコール(東京都)　西条葵コーラス(愛媛県)　ママ・マルベリー (神奈川県)　
トロワ・リール(福島県)　鷹来女声コーラス・エッレ(愛知県)　津女声合唱団(三重県)　女声合唱団
クール・クロア(神奈川県)　コール都南(岩手県)　女声合唱団Ｍａｉ(大阪府)　仙台門前女声合唱団
(宮城県)　駒ヶ根女声コーラス＆女声アンサンブル飯田(長野県)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋賀
県)　女声合唱団コール滝の原(栃木県)　雪柳会コーラス(北海道)　コール・とがし(石川県)　新宿
トパーズ(東京都)　女声合唱団 クローバー・エコー (兵庫県)
<お>ふたば女声合唱団(長崎県)　ル・ヴァン エレガンテ(大阪府)　ボア・ロシニョール女声合唱団
(北海道)　コール鴨池(鹿児島県)　つつじヶ丘コーラス(京都府)　コール島原(長崎県)　コーラスな
らしの(千葉県)　串本コーロ・びおれった(和歌山県)　立川八小PTAコーラス部｢コール・コローレ｣ 
(東京都)　コール たかはし(岡山県)　女声合唱団 虹彩(北海道)　コール・ブルーメ(広島県)　女声
コーラス花音(島根県)　あびこエコーズ(千葉県)　コール・トロイメン(広島県)　コール・ノーヴァ(秋
田県)　なると女声合唱団(徳島県)　コーロ・ノービレ(東京都)　コーロ・赤坂(福岡県)　コール・シャ
ンテ(神奈川県)　エルフェ女声合唱団(東京都)　女声コーラス プリマベーラ(青森県)　フラウリッヒ・
ヴォカール(徳島県)　清武プラムコーラス(宮崎県)　アンサンブル・Ｘ・Ｏ(埼玉県)　女声コーラスど
れみふぁ (高知県)　今治女声合唱クローエ(愛媛県)　女声合唱団「翠声会」(埼玉県)　Ｍ.Ｏシンガー
ズ(広島県)　エコーかたしお(奈良県)　コール・ココ(岡山県)　くるみ女声合唱団(山口県)　コール・
アマービレ(兵庫県)　コーロ・ナトゥラーレ(広島県)　ロザリア(北海道)　フラウエンコール・かがわ
(香川県)　女声合唱団フリューゲル・シャッツ(福岡県)

第23回
2000(平成12)年8月26日(土)･27日(日)香川県県民ホール グランドホール　
ザ・パーティー：マツノイパレス
選考委員：長内勲・尾崎左永子・日下部吉彦・佐藤しのぶ・佐藤眞
<ひ>コーロ・ピーノ(東京都)　女声合唱団かがやき(大阪府)　女声合唱団 コール・ＡＩ(愛知県)　
コーロフィオーレ(熊本県)　コールベル・坂出(香川県)　明舞女声コーラス(兵庫県)　大村カトレア
コーラス(長崎県)　ブリランテｅアミーカ(新潟県)　フラウエンコール布野(広島県)　岩手大学教育
学部附属小学校ＰＴＡ若竹コーラス (岩手県)　つくみ あいへるん(大分県)　まどかコーラス(神奈川
県)　船橋女声合唱団(千葉県)　多摩リヴィエール(東京都)　ポモドーロ(埼玉県)　陽声たまゆら会
(奈良県)　鹿ノ台アザレアコーラス(奈良県)　コーラス華(HANA)(福井県)　熊本メールハーモニー
(熊本県)　ル・ヴァン エレガンテ(大阪府)
<お>女声アンサンブル・アトリエ(大阪府)　磯辺女声コーラス(千葉県)　東雲コーラス(愛媛県)　
こーろ・ぴえーの(東京都)　コール・トラウベ(北海道)　女声合唱団“和ぐ”(宮城県)　こうる・ゆ
うび(群馬県)　女声コーラスＷＩＮＤＳ(滋賀県)　こーらす萌の会(鳥取県)　コールなかはら(神奈
川県)　女声合唱団虹の会(北海道)　はな野フラウエンコール(鹿児島県)　ヴォーチェ・アルジェン
ティーナ(東京都)　金沢フラウエンコール(石川県)　コールあまくさ(岡山県)　女声合唱団 欅(徳島
県)　まつえコールブルー (島根県)　花野会(東京都)　こうる・ソアーヴェ(山口県)　広島女声合唱
団(広島県)　パウゼ(東京都)　女声合唱団 上山こまくさ(山形県)　女声合唱団岡山なでしこ(岡山
県)　フルールｅアプリーレ(埼玉県)　フラウエンコール田辺(和歌山県)　女声合唱団ラ・ヴィアン・
ローズ(福島県)　女声合唱団高知コール・グルッペ(高知県)　新居浜女声合唱団“彩”(愛媛県)　女
声合唱団さつま(鹿児島県)　茅ヶ崎フラウエンコール(神奈川県)　タウンかがわコーラス(香川県)　
コール・リリコ(京都府)　関女声合唱団(岐阜県)　コーラス トライアングルandモデラート(徳島県)
大竹市民合唱団(広島県)　コル・ソナーレ(北海道)

第24回
2001(平成13)年8月25日(土)･26日(日)富山市芸術文化ホールオーバード・ホール
ザ・パーティー：富山第一ホテル
選考委員：片岡輝・国枝春恵・関屋晋・中澤桂・新実徳英
<ひ>女声合唱団コール・リプル(石川県)　ドマーニ(埼玉県)　女声合唱団かがやき(大阪府)　女声
合唱団Ｍａｉ(大阪府)　女声合唱 彦根水すまし(滋賀県)　小山合唱団(栃木県)　福島メール・ハーモ
ニー (福島県)　あんさんぶる“のぞみ”(東京都)　女声合唱団千早(東京都)　女声合唱団コールとち
の葉(栃木県)　女声合唱団はづき(兵庫県)　女声合唱団日田コール・アイリス(大分県)　Frisches 
Ei (京都府)　エリカフラウエンコール(大分県)　鳥取女声合唱団(鳥取県)　女声合唱団エオリアン
(兵庫県)　ヴィオレッタ(奈良県)　ヴォーチェ・のべおか(宮崎県)　ハーモニー佐古(徳島県)　女声
合唱団こーろ・えれがんつぁ (東京都)　富山アカデミー女声合唱団(富山県)　
<お>ハッピー・トーク(長崎県)　コールあい・向島(広島県)　コーラスしなの(新潟県)　松山女声
合唱団(愛媛県)　女声コーラス花音(島根県)　やばけいコールしゃくなげ(大分県)　女声合唱団コー
ルエリカ(東京都)　はりえんじゅコーラス(北海道)　夕なぎコーラス(岡山県)　鹿児島リベロアンサ
ンブル(鹿児島県)　女声合唱団ようせい(岐阜県)　エコーかたしお(奈良県)　宮城県おかあさん合
唱団(宮城県)　小松島合唱団花みずき(徳島県)　コーラス・パープルエコー (香川県)　ハッピーコー
ル(山口県)　アンサンブルノーチェ(新潟県)　長野ユリーカ女声合唱団(長野県)　La Fontana(新潟
県)　フラウエンコア・ヴォンネ(神奈川県)　宇多津コーロ・フィオーレ(香川県)　女声合唱「とおんき
ごう」(山口県)　野ばら会(東京都)　コーラス・パレット(和歌山県)　横須賀女声合唱団(神奈川県)
コールマミー小名浜(福島県)　クールビヨン(北海道)　コーラスにれの会(北海道)　ローゼン・コー
ル(北海道)　女声合唱団いろは(広島県)　やまのべ女声合唱団(山形県)　女声合唱団ラ・ヴィアン・
クール(福島県)　津女声合唱団(三重県)　フリーデル・コール(東京都)　コーラス大篠(高知県)　
コーロ・アヴァンティ(新潟県)　フェミニンコール広島(広島県)

第25回
2002(平成14)年8月23日(金)～25日(日)東京文化会館大ホール
ザ・パーティー：セルリアンタワー東急ホテル
選考委員：大友直人(23日･24日)・近藤安个・鈴木茂明(23日･24日)・鈴木成夫(25日)・中村健(25
日)・松下耕・村田さち子
<ひ>ミモザ合唱団(栃木県)　女声コーラス風(福岡県)　女声合唱団Ｍａｉ(大阪府)　リトルコール・
静(栃木県)　フローラｅピーノ(東京都)　玉川グリーンハーモニー (東京都)　コール・トロイメン(広
島県)　フラワー・コーラス(京都府)　女声合唱団コール・エスポワール(福岡県)　女声合唱栗東カレ
ンヂュラ(滋賀県)　私たちの女声合唱団コーロ・ソアーヴェ(奈良県)　グリューン・コール(徳島県)　
多摩リヴィエール(東京都)　コール・サルビア(東京都)　浜松フラウエンコール(静岡県)　登別女声
コーラスＭＦＣ(北海道)　レガーテ(大阪府)　女声合唱団コーロ・アロードラ(兵庫県)　北九州メモ
リアル女声合唱団(福岡県)　女声合唱団「京都」(京都府)　長浜コーラス(愛媛県)　グリーンヒルコー
ル(福岡県)　コーロ・リベルタ(愛知県)　まつえコールブルー (島根県)　シュタイン・フォー (神奈川
県)　こーろ・たまゆら(東京都)　Ｙ・Ｋクランツ(東京都)　女声合唱団クローバー・エコー (兵庫県)
<お>コーロ・ピーノ(東京都)　女声合唱団はなえみ(東京都)　ＭＲＯ女声コーラスソチエータ・フロー
ラ(石川県)　コールピクルス(岡山県)　コールベル・坂出(香川県)　コル・ソナーレ(北海道)　コール・
ラ・ベール＆ファンタジー (山形県)　コーロ河口湖(山梨県)　女声合唱団宝塚ヴィオレット・エコ(兵
庫県)　合唱団ラピス(三重県)　女声合唱団「コール麗」(富山県)　西野フリーデ(北海道)　玉野市民
女声合唱団(岡山県)　コール・ブルーメ(広島県)　ひがしコーラス(愛媛県)　ふたば女声合唱団(長
崎県)　女声コーラスふらいぱん(福岡県)　バイオレットコーラス(宮崎県)　女声合唱団コール・ファ
ンシエール(岐阜県)　板柳レディースコーラス(青森県)　コーロ・みお(神奈川県)　逗子女声合唱団
(神奈川県)　すずかけ女声コーラス(青森県)　ラ・スカーラ(埼玉県)　水戸うらら女声合唱団(茨城
県)　宮崎カナリーコーラス(宮崎県)　コール・カペラ(秋田県)　百草フラウエンコール(東京都)　陽
声たまゆら会(奈良県)　コールおもかげ(鳥取県)　女声合唱団チェリー (高知県)　関女声合唱団(岐
阜県)　コール・ハーモニー (北海道)　コーラス四季(山形県)　オレンジコーラス(広島県)　のむらク
ローバーコーラス(愛媛県)　女声合唱団コール・クランツェ(栃木県)　コール・いずみ(熊本県)　養



正コーラス(三重県)　丸亀コーロ・アニーロ(香川県)　コール・かとれあ(山口県)　コール・エ・コー
ルかもじま(徳島県)　アシュレー・コール(北海道)　山形女声合唱団(山形県)　パープル・エコー (京
都府)　能登川コールシャンテ(滋賀県)　ボカ・グランデ(神奈川県)　コーロ・アプリーレ(埼玉県)　
尾道女声合唱団まどか(広島県)　雪柳会コーラス(北海道)　あかしあコーラス(長野県)　コールいか
るが(奈良県)　コール・ココ(岡山県)　コール・トワニー (高知県)　あかしやコーラス(青森県)　山
口女声合唱団「音夢」(山口県)　女声合唱団ラシーヌ(大分県)　合唱団ソーレＭｉｏ(和歌山県)　ト
ロワ・リール(福島県)　コーロ・アンジェリカ(佐賀県)　クラールン トゥルーベ(島根県)　コーロ・フェ
ニーチェ(東京都)女声合唱団藍の会(神奈川県)　コーロ・シレーヌ(大阪府)

第26回
2003(平成15)年8月23日(土)･24日(日)滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
ザ・パーティー：琵琶湖ホテル
選考委員：小原孝・佐藤眞・関屋晋・吉森章夫・Jacob Youngmok Chang
<ひ>オクターヴ・リング(神奈川県)　コール・とがし(石川県)　浦和女声合唱団(埼玉県)　愛宕フ
ラウエンコール(山口県)　女声合唱彦根水すまし(滋賀県)　Frisches Ei(京都府)　女声合唱団エオ
リアン(兵庫県)　レガーテ(大阪府)　Stella Mariano(東京都)　仙台門前女声合唱団(宮城県)　広
島女声合唱団(広島県)　女声コーラスWINDS(滋賀県)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　カンティ・
サクレ(大阪府)　女声合唱団はづき(兵庫県)　多摩フラウエンコール(東京都)　花の環コーラス(千
葉県)
<お>フラウリッヒ・ヴォカール(徳島県)　会津女声合唱団「ラ・フローラ」(福島県)　コールあじさい(鳥
取県)　コールメイツ・としとらーず(栃木県)　クールビヨン(北海道)　コーロ・レ・ラーネ(東京都)
西条葵コーラス(愛媛県)　熊本メールハーモニー (熊本県)　鹿ノ台アザレアコーラス(奈良県)　女声
コーラスどれみふぁ (高知県)　女声合唱団「鐘」(沖縄県)　コールたかはし(岡山県)　まどかコーラ
ス(神奈川県)　女声合唱団ぐるーぷ・たんぽぽ(北海道)　桃ヶ丘小学校ＰＴＡコーラスピーチ・エコー
(愛知県)　女声合唱団千早(東京都)　熊本マードレ・コール(熊本県)　コール・インウィ(広島県)　
福島市おかあさん合唱団(福島県)　ローゼン・コール(北海道)　ぱすてる とおん(広島県)　女声合
唱団上山こまくさ(山形県)　新柏女声合唱団(千葉県)　サウンド・コラージュ(島根県)　コーラス・
パレット(和歌山県)　エコーかたしお(奈良県)　女声合唱団「ヴォーチェ・フォンターナ」(富山県)
女声合唱団コール滝の原(栃木県)　焼津市民合唱団(静岡県)　重信コーラス(愛媛県)　コール・オ
アーゼ(東京都)　女声合唱団仙台ＮＦＣ(宮城県)　フラウエンコール・かがわ(香川県)　コンセール
合唱団(徳島県)　倉吉女声合唱団(鳥取県)　女声合唱団「京」(三重県)　コーロフィオーレ(熊本県)
女声コーラスならはら(東京都)　七郎記念合唱団(千葉県)

第27回
2004(平成16)年8月28日(土)･29日(日)よこすか芸術劇場
ザ・パーティー：横須賀プリンスホテル
選考委員：飯倉貞子・岡村喬生・鈴木憲夫・村田さち子・吉森章夫
<ひ>アンサンブル ノーチェ (新潟県)　女声合唱団コール・ＡＩ(愛知県)　東京フラウエン・カンマー
コール(東京都)　エントアール(奈良県)　女声合唱団かがやき(大阪府)　湘南はまゆう(神奈川県)
フェミニンコール広島(広島県)　女声合唱団ラ・ヴィアン・クール(福島県)　ヴォーチェ・のべおか(宮
崎県)　合唱団Bella Voce(大分県)　養正コーラス(三重県)　半田女声コーラス(徳島県)　フラウ
エンコア・ヴォンネ(神奈川県)　女声合唱栗東カレンヂュラ(滋賀県)　コール・クク(北海道)　小山
合唱団(栃木県)　座間女声合唱団(神奈川県)　鹿児島リベロアンサンブル(鹿児島県)　女声合唱団
「フェリーチェ」(新潟県)　くりの実会(東京都)
<お>合唱団ラピス(三重県)　小金井女声合唱団(東京都)　女声合唱団コーロ・アロードラ(兵庫県)
みと葵女声合唱団(茨城県)　野市グリーン・コール(高知県)　女声合唱団「虹彩」(北海道)　女声合
唱団「松」(神奈川県)　あびこエコーズ(千葉県)　タウンかがわコーラス(香川県)　すずらんコーラ
ス(兵庫県)　女声合唱団岡山なでしこ(岡山県)　福島メール・ハーモニー (福島県)　アンサンブル・
バロン(東京都)　磯辺女声コーラス(千葉県)　ララ アンサンブル(山口県)　合唱団なると(徳島県)
　合唱団“藍”(大分県)　いわみコーラス(鳥取県)　女声合唱団コールエリカ(東京都)　桐響会(神

History
奈川県)　女声合唱団日田コール・アイリス(大分県)　船橋女声合唱団(千葉県)　エコー西高宮女声合
唱団(福岡県)　コール明和(鹿児島県)　関女声合唱団(岐阜県)　アンサンブル飯田(長野県)　コー
ルウィング香南(香川県)　今治女声合唱クローエ(愛媛県)　陽声たまゆら会(奈良県)　女声合唱団「す
かがわ」(福島県)　合唱団「Glanz」(鳥取県)　コールあい・向島(広島県)　女声コーラス“かりん”(京
都府)　女声合唱団虹の会(北海道)　女声コーラス・プリマベーラ(青森県)　雪柳会コーラス(北海道)
コーラスりんどう(広島県)　女声合唱団はなえみ(東京都)　コーラスあしたば(大阪府)　笠田ひまわ
りコーラス(和歌山県)　まつえコールブルー (島根県)

第28回
2005(平成17)年8月27日(土)･28日(日)長崎ブリックホール大ホール
ザ・パーティー：ホテル・ニュー長崎
選考委員：浅井敬壹・岩井理花・佐竹毅・信長貴富・柳沢京子
<ひ>オレンジコーラス(広島県)　串本コーロびおれった(和歌山県)　フラワー・コーラス(京都府)
女声合唱団La・Dune (鳥取県)　女声合唱団ロートスブルーメ(東京都)　コール・アザレア(長崎県)
浜松フラウエンコール(静岡県)　コール・とがし(石川県)　エレガンテ・セレーノ(宮崎県)　女声合唱
団パパラチア&マリアベルハーモニー (宮城県)　ハーモニー佐古(徳島県)　女声合唱団はづき(兵庫
県)　鷹来女声コーラスエッレ(愛知県)　女声コーラス風(福岡県)　松山女声合唱団(愛媛県)　ふた
ば女声合唱団(長崎県)　やまのべ女声合唱団(山形県)　アンサンブル・ギオーネ(栃木県)　女声合唱
彦根水すまし(滋賀県)　女声合唱団高知コール・グルッペ(高知県)　コーロ・ネスポラ(東京都)　女
声合唱団「コール麗」(富山県)
<お>多摩リヴィエール(東京都)　女声アンサンブルアトリエ(大阪府)　くるみ女声合唱団(山口県) 
新十津川アザレアコーラス(北海道)　女声コーラスさざんか(千葉県)　愛大附属コーラス(愛媛県)　
女声合唱団ようせい(岐阜県)　ゆうきエコー女声合唱団(茨城県)　女声コーラス「円」(宮崎県)　コ
ル・ソナーレ(北海道)　女声合唱団かしはらエコー (奈良県)　ポモドーロ(埼玉県)　ボカ・グランデ(神
奈川県)　宇多津コーロ・フィオーレ(香川県)　女声合唱団「欅」(徳島県)　板柳レディースコーラス(青
森県)　女声コーラス花音(島根県)　熊本コール六花(熊本県)　女声合唱団千早(東京都)　コーラス
たんぽぽ(宮崎県)　女声合唱団クール・クロア(神奈川県)　エコーかたしお(奈良県)　カンティ・サク
レ(大阪府)　レディース・コア翠(東京都)　あかしあコーラス(長野県)　コーロ・デ・ヒラソル(広島県) 
コール・ココ(岡山県)　コール・トロイメン(広島県)　コール・トワニー (長崎県)　女声合唱団エオリ
アン(兵庫県)　コーロ・アミーチ(東京都)　コーロ・ピーノ(東京都)　ブリランテeアミーカ(新潟県)
クールビヨン(北海道)　コールサファイア(岡山県)　女声合唱団逢(千葉県)　蕨女声合唱団(埼玉県)
ローゼン・コール(北海道)　こうる・ゆうび(群馬県)　トロワ・リール(福島県)　郡山女声合唱団(福
島県)
 

第29回
2006(平成18)年8月26日(土)･27日(日)札幌コンサートホールKitara
ザ・パーティー：京王プラザホテル札幌
選考委員：郡愛子・鈴木憲夫・中村義朗・西浦みどり・皆川達夫
<ひ>Frisches Ei(京都府)　コールあまくさ(岡山県)　コール・キルシェ(栃木県)　女声合唱栗東カ
レンヂュラ(滋賀県)　玉川グリーンハーモニー (東京都)　女声合唱団かがやき(大阪府)　北九州メモ
リアル女声合唱団(福岡県)　グリューン・コール(徳島県)　野ばら会(東京都)　コーロ・アミーカ(新
潟県)　ミモザ合唱団(栃木県)　エリカフラウエンコール(大分県)　クレッシェンド(群馬県)　コール・
ブルーメ(広島県)　コールベル・坂出(香川県)　コール リリアス(愛知県)　鹿ノ台アザレアコーラス
(奈良県)　東京フラウエン・カンマーコール(東京都)　ラ・マリアブランカ(あざみ野白ゆり幼稚園)(神
奈川県)　女声合唱団Ｍａｉ(大阪府)　Chor Traube (北海道)　女声合唱団コール・ＡＩ(愛知県)　仙
台門前女声合唱団(宮城県)
<お>女声合唱団コール・リプル(石川県)　コロネット・コール(鳥取県)　羽島女声コーラス(岐阜県)
まつえコールブルー (島根県)　すずらんコーラス(兵庫県)　宮崎はまゆうコーラス(宮崎県)　コーロ・
アンジェリカ(佐賀県)　伊豆新世紀創造祭記念合唱団(静岡県)　女声合唱団る・それいゆ(秋田県)　
ユングコーラス(高知県)　合唱団てまり(宮城県)　旭川フラウェンコール(北海道)　はむら女声コー
ラス(東京都)　ひがしコーラス(愛媛県)　コール芙志乃(山口県)　藤沢女声合唱団(神奈川県)　雪
柳会コーラス(北海道)　水戸うらら女声合唱団(茨城県)　女声合唱団さつま(鹿児島県)　コールアイ
リス(北海道)　女声合唱団コールＳＡＴＯ(静岡県)　まどかコーラス(神奈川県)　コーロフィオーレ
(熊本県)　フローラｅピーノ(東京都)　広島女声合唱団(広島県)　女声コーラス『ゆう』(北海道)　佐
世保花みずきコーラス(長崎県)　養正コーラス(三重県)　コーラス・パレット(和歌山県)　玉野市民
女声合唱団(岡山県)　女声合唱団コール滝の原(栃木県)　わかくさコール・マミー (徳島県)　アザレ
アコーラス(愛媛県)　パラダイスＱ(兵庫県)　コールいかるが(奈良県)　コール・ノーヴァ(秋田県)
コールＴｏｎａｎ(岩手県)　フラウエンコール布野(広島県)　女声合唱団コールエリカ(東京都)


