
第１日（７月６日） 第２日（７月７日）

1 桐蔭学園「桐響会」 神奈川 優秀賞 1 ビナ・フィオーレ 神奈川 大会賞

2 コール・フォンティーヌ 神奈川 大会賞 2 アンサンブルMIMI 神奈川 優良賞

3 コーロ・ブリランテ 埼玉 大会賞 3 女声合唱団　桜樹 茨城 優良賞

4 女声合唱「コール・アンダンテ」 静岡 大会賞 4 コーラス・ポピー 群馬 大会賞

5 まどかコーラス 神奈川 優良賞 5 コーラス　ラベンダー 新潟 大会賞

6 コール毬 栃木 大会賞 6 アンサンブル・ピノ 神奈川 優秀賞 ○
7 コーロ　レガーレ 新潟 大会賞 7 甲府女声「和の会」 山梨 大会賞

8 Corodia 茨城 優良賞 8 蕨女声合唱団 埼玉 優良賞

9 淑朋女声合唱団 群馬 優良賞 9 小山合唱団 栃木 優良賞

10 グループ“響”コーラルカンパニー 千葉 優良賞 10 コールミント 神奈川 優良賞

11 武田の杜合唱団 山梨 大会賞 11 夏見グリーンコール 千葉 大会賞

12 ボカ・グランデ 神奈川 優良賞 12 合唱団Marmo 静岡 大会賞

13 Vert Pin Plage 神奈川 優秀賞 ○ 13 コーロ・ロミー 茨城 優秀賞

14 女声合唱団 ヴォーチェ・リーゾ 千葉 大会賞 14 コーラル・ソシア 埼玉 大会賞

15 女声アンサンブル Dolce 千葉 大会賞 15 あんさんぶる“風雅” 神奈川 優良賞

16 ドマーニ 埼玉 優良賞 16 ミモザ合唱団 栃木 優良賞

17 ソット・ヴォーチェ 埼玉 大会賞 17 浦和ブルーコーラス 埼玉 大会賞

18 コーラル・デイジー 埼玉 優秀賞 ○ 18 女声合唱団 双葉会 群馬 大会賞

19 甲府女声合唱団「コーロ・リリカ」 山梨 大会賞 19 コール・アカシア 群馬 大会賞

20 女声コーラスぶらんこ 新潟 優良賞 20 磯辺女声コーラス 千葉 優秀賞

21 コーラスならしの 千葉 大会賞 21 コール・R 新潟 大会賞

22 舞ヶ丘合唱団 栃木 大会賞 22 富士吉田コール白樺 山梨 優良賞

23 リーリエン コール 群馬 優良賞 23 アンサンブル　ノーチェ 新潟 優良賞

24 凜 群馬 大会賞 24 ウイング 静岡 優良賞

25 あじさいコーラス 栃木 大会賞 25 泉の会 静岡 優良賞

26 コール・キルシェ 栃木 優良賞 26 浦和女声合唱団 埼玉 優秀賞 ○
27 コール　リラ 茨城 優秀賞 27 南アルプス桃源合唱団 山梨 優良賞

28 女声合唱団　コーラル・ベル 神奈川 優良賞 28 コール高森 神奈川 優秀賞

29 ふじなみ・コーラス 群馬 優良賞 29 La Consòrte 山梨 優秀賞 ○
30 コーラル・クローバー 埼玉 優良賞 30 アンサンブル・ギオーネ 栃木 大会賞

31 SYDompitious 新潟 優秀賞 31 同響会 群馬 優秀賞

32 浜松フラウエンコール 静岡 優秀賞 32 大宮コール・ヴァイオレット 埼玉 大会賞

33 小さな歌の環 静岡 優秀賞 ○ 33 女声合唱団「フェリーチェ」 新潟 優良賞

34 コーロ河口湖 山梨 優秀賞 ○ 34 ビブラ コンパニー 群馬 大会賞

35 Chor Kreis SERI 静岡 優秀賞 35 日立女声合唱団 茨城 優秀賞

36 le bel ensemble 山梨 優秀賞 36 女声合唱「コール・メノーラ」 千葉 優良賞

37 ブルーポロニア 神奈川 優秀賞 ○ 37 女声合唱団「曙」 埼玉 優秀賞 ○
38 クレッシェンド 群馬 優秀賞 38 沼津あゆみ会 静岡 優良賞

39 女声合唱団フォンティーヌ 山梨 優秀賞 ○ 39 女声合唱団クール・クロア 神奈川 大会賞

40 ピアチェーレ 埼玉 大会賞 40 松戸女声合唱団 千葉 大会賞

41 女声アンサンブルWith 茨城 大会賞 41 コール・ノイ 静岡 大会賞

42 松戸市立第一中学校ＰＴＡコーラス 千葉 優良賞 42 女声合唱団　コールとちの葉 栃木 大会賞

43 クール・タブリエ 茨城 大会賞 43 さつき＆ひまわり 新潟 優秀賞

44 インサラータ・ヴォカーレ 静岡 優秀賞 44 女声合唱団　悠はるか 埼玉 優秀賞 ○
45 ブリランテ e アミーカ 新潟 優秀賞 ○ 45 コールみずき 茨城 優秀賞 ○
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