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Ⅱ

行 　 事 　 記 　 録



23

おかあさん音楽会

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2000

2000（平成12）年４月29日（土・祝）　新潟県民会館大ホール

講　師：淡野　弓子（声楽家）　長谷川冴子（合唱指揮者）　司　会：林　　　妙（TeNY）

講　演：柳生　直子（フリージャーナリスト）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎La Fontana（清水雅彦） 合唱音楽同好会合唱団（田辺伸五郎）

アンサンブル　ノーチェ（梅山　登） 吉田フラウエンコール（田辺伸五郎）

ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

○チューリップ賞（優良賞）

さつき＆ひまわり（塚田佳男） コール・R（新野一枝）

合唱団　円（大石綾子） コーラスぼだい樹（高見慶子）

コールチロル大島（中條リカ）

○協賛社賞（奨励賞）

アカシア＆こおろぎ（泉アツ子） コーラスしなの（鈴木靖子）

アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子）

コーラス・ニナーレ（青柳秀昭） 石山グリーンコーラス（目黒　敬）

コーラス木声会（矢部　隆） 早通お母さんコーラス（茂木早苗）

女声コーラスぶらんこ（高橋利恵） 合唱団コスモス（飯島淳子）

白根みどりの会（熊倉ヒサ） マロー＆あるもにあ（桑原純子）

コーラス七夕の会（高野祥子） ひなげしコーラス（畑山容子）

コーラスライン（佐藤晶子） コーラス　ラベンダー（嶋川真記子）

コーラス万代（小林岳史） コーラス枇杷の実（小竹　正）

関屋コーラス（吉田洋子） 風花コーラス（山田幸子）

女声合唱スイート・ブライア（永田宏行） 沙羅＆ぐみはらコーラス（野村幸子）

フラワーコーラス（武田尚子） ポプリ（古川　郁）

Le Jeudi（高見慶子） 白鳥コーラス（野村幸子）

コールあじさい（加藤隆子） コーラス聖籠の杜（橋本洽子）

カンテリーノ両津（嶋見靖之） 西川町あじさいコーラス（田辺伸五郎）

中浜すみれコーラス（宮内幽香子） コーロ・クイント（梅浦森子）

コーラスたがみ（小野榮子） コーラスひまわりママ（馬場照子）

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2001

2001（平成13）年４月29日（日・祝）　新潟県民会館大ホール

講　師：池辺晋一郎（作曲家）　長谷川冴子（合唱指揮者）　司　会：林　　　妙（TeNY）

出場団体
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○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎長岡女声さつき（塚田佳男） コーロ・ブリランテ（滝沢優子）

合唱音楽同好会合唱団（田辺伸五郎） アンサンブル　ノーチェ（梅山　登）

ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

○チューリップ賞（優良賞）

風花コーラス（山田幸子） コールあじさい（加藤隆子）

La Fontana（清水雅彦） コーロ・アミーカ（滝沢優子）

コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり）

○協賛社賞（奨励賞）

コーラス万代（田辺千枝子） コーラスひまわり（塚田佳男）

吉田フラウエンコール（田辺伸五郎）

○関東支部推薦団体（開催県枠）

西川町あじさいコーラス（田辺伸五郎） 沙羅＆ぐみはらコーラス（野村幸子）

ひなげしコーラス（畑山容子） 早通お母さんコーラス（茂木早苗）

関屋コーラス（吉田洋子） コーラス　ラベンダー（嶋川真記子）

De a r…（武田尚子） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）

合唱団　円（大石綾子） コーラス聖籠の杜（橋本洽子）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） フラワーコーラス（武田尚子）

コーラスしなの（鈴木靖子）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） 白根みどりの会（熊倉ヒサ）

合唱団コスモス（飯島淳子） アカシア＆こおろぎ（泉アツ子）

コーラスつきがた（丸山洋子） コーラス・ニナーレ（青柳秀昭）

女声合唱スイート・ブライア（永田宏行） みゆきコーラス（早川美智子）

あるもにあ（桑原純子） 八千浦コーラス（水野カホル）

白鳥コーラス（野村幸子） Le Jeudi（高見慶子）

コーラスライン（佐藤晶子） コーラス枇杷の実（小竹　正）

長岡女声さつき（塚田佳男） コールチロル大島（中條リカ）

ポプリ（古川　郁） 女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

コーラス木声会（矢部　隆） カンテリーノ両津（嶋見靖之）

梨の実コーラス（有賀重子） アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子）

コーラス　マロー（桑原純子） コール・R（新野一枝）

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2002

2002（平成14）年４月29日（月・祝）　新潟県民会館大ホール

講　師：辻　　正行（合唱指揮者）　高嶋みどり（作曲家）　司　会：川野　美咲（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎アンサンブル　ノーチェ（梅山　登） 長岡女声さつき（塚田佳男）

La Fontana（清水雅彦） コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり）

ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

○チューリップ賞（優良賞）
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アカシアコーラス（泉アツ子） ひなげしコーラス（畑山容子）

風花コーラス（山田幸子） コーラスひまわり（塚田佳男）

吉田フラウエンコール（田辺伸五郎）

○協賛社賞（奨励賞）

関屋コーラス（吉田ようこ） コーロ・ブリランテ（滝沢優子）

コール・R（新野一枝）

コーラスたがみ（小野榮子） 合唱音楽同好会合唱団（田辺伸五郎）

コーラスライン（佐藤晶子） コーラスふたば（青柳秀昭）

コーラス　マロー（桑原純子） コーラス聖籠の杜（橋本洽子）

Dear…（武田尚子） コーラス・ニナーレ（青柳秀昭）

カトレアコーラス（大久保房子） 沙羅＆ぐみはらコーラス（野村幸子）

コーラス　ラベンダー（嶋川真記子） 西川町あじさいコーラス（田辺伸五郎）

早通お母さんコーラス（茂木早苗） コーラスしなの（鈴木靖子）

Le Jeudi（高見慶子） 白根みどりの会（熊倉ヒサ）

フラワーコーラス（武田尚子） 合唱団　円（大石綾子）

コーラスつきがた（丸山洋子） 女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

あるもにあ（桑原純子） コーラスぼだい樹（中脇幹夫）

コーロ・クイント（牛腸めぐみ） コーラス木声会（矢部　隆）

白鳥コーラス（野村幸子） 石山グリーンコーラス（目黒　敬）

女声合唱きよら（永田宏行） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）

コーラス万代（田辺千枝子） コールあじさい（嶋川真記子）

カンテリーノ両津（菊池史子） アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子）

コールチロル大島（中條リカ）

◆にいがた「緑」の百年物語　おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2003

2003（平成15）年４月29日（火・祝）　新潟県民会館大ホール

講　師：淡野 　弓子（指揮者）　大志万明子（声楽家）　司　会：渡辺　奈々（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎長岡女声さつき（塚田佳男） La Fontana（清水雅彦）

関屋コーラス（吉田洋子） コーロ・ブリランテ（滝沢優子）

女声合唱団「フェリーチェ」（辻　正行）

○チューリップ賞（優良賞）

アンサンブル　ノーチェ（丸山洋子） カンテリーノ両津（滝沢優子）

女声コーラスぶらんこ（高橋利恵） アカシアコーラス（泉アツ子）

コール・R（新野一枝）

○にいがた「緑」の百年物語奨励賞

コーラスひまわり（塚田佳男） やまびこコーラス（佐藤孝子）

合唱団　円（大石綾子）

コーラスつきがた（丸山洋子） コーラスライン（佐藤晶子）
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Le Jeudi（高見慶子） Dear…（武田尚子）

関屋コーラス（吉田ようこ） コーラス枇杷の実（小竹　正）

中浜すみれコーラス（宮内幽香子） 沙羅・ぐみはらコーラス（野村幸子）

西川町あじさいコーラス（田辺伸五郎） 水原　白鳥コーラス（野村幸子）

コール　アスター（古川圭子） コールあじさい（嶋川真記子）

コーラス聖籠の杜（橋本洽子） コーラス万代（田辺千枝子）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） 早通お母さんコーラス（茂木早苗）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） コーラス　マロー（桑原純子）

ひなげしコーラス（畑山容子） あるもにあ（桑原純子）

女声合唱きよら（永田宏行） 白根みどりの会（熊倉ヒサ）

コーラスラベンダー（嶋川真記子） ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

コーラス・ニナーレ（青柳秀昭） アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子）

コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり） フラワーコーラス（武田尚子）

コーラス木声会（矢部　隆）

◆にいがた「緑」の百年物語　おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2004

2004（平成16）年４月29日（木・祝）　新潟県民会館大ホール

講　師：長谷川冴子（合唱指揮者）　木下　牧子（作曲家）　司　会：渡辺　奈々（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎アンサンブル　ノーチェ（梅山　登） 女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗）

長岡女声さつき（塚田佳男） ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり）

○チューリップ賞（優良賞）

La Fontana（名島啓太） ひなげしコーラス（畑山容子）

関屋コーラス（吉田ようこ） カンテリーノ両津（滝沢優子）

コール・R（新野一枝）

○にいがた「緑」の百年物語奨励賞

白鳥コーラス（野村幸子） 女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

コーラス枇杷の実（小竹　正）

コーラスつきがた（梅山洋子） コーラスひまわり（塚田佳男）

コーラスマロー（桑原純子） コーラス万代（田辺千枝子）

合唱団コスモス（飯島淳子） アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子）

白根みどりの会（熊倉ヒサ） Le Jeudi（高見慶子）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） コーラス聖籠の杜（橋本洽子）

コーラス木声会（矢部　隆） アカシアコーラス（泉アツ子）

コーラス・ニナーレ（青柳秀昭） コーラスふた葉（青柳秀昭）

あるもにあ（桑原純子） 早通おかあさんコーラス（茂木早苗）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） 合唱団　円（大石綾子）

コール沙羅ぐみはら（野村幸子） コールチロル大島（中條リカ）

コールあじさい（嶋川真記子） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）
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フラワーコーラス（武田尚子） コール・アスター（古川圭子）

コーラスラベンダー（嶋川真記子）

※コール沙羅ぐみはら、コーロ・ブリランテ、白根みどりの会、長岡女声さつき 20回連続出場団体表彰

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2005

2005（平成17）年４月29日（金・祝）　新潟テルサ

講　師：移川　澄也（声楽家）　大熊　崇子（作曲家）　司　会：佐藤　温子（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎La Fontana（名島啓太） アンサンブル　ノーチェ（梅山　登）

関屋コーラス（吉田ようこ） ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり）

○チューリップ賞（優良賞）

コール・アスター（古川圭子） あるもにあ（桑原純子）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） 女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗）

カンテリーノ両津（滝沢優子）

○奨励賞

アカシアコーラス（泉アツ子） フラワーコーラス（武田尚子）

コール・Ｒ（新野一枝）

長岡女声さつき（塚田佳男） 合唱団コスモス（飯島淳子）

女声コーラスぶらんこ（高橋利恵） コーラス・ニナーレ（平間珠季）

花菖蒲＆グリューネ（古井明美） やまびこコーラス（佐藤孝子）

コーラスひまわり（塚田佳男） コール沙羅ぐみはら（野村幸子）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） 早通お母さんコーラス（茂木早苗）

中浜すみれコーラス（宮内幽香子） コーラス万代（田辺千枝子）

白鳥コーラス（野村幸子） コールあじさい（嶋川真記子）

アルコバレーノ＆あやみ会（丸山泰子） 合唱団　円（大石綾子）

コーラス木声会（矢部　隆） コーラスふた葉（青柳秀昭）

ひなげしコーラス（畑山容子） コーラス枇杷の実（小竹　正）

コーラスマロー（桑原純子） コーラス聖籠の杜（橋本洽子）

コーラスライン（佐藤晶子） コーラスラベンダー（嶋川真記子）

※石山グリーンコーラス、コーラス木声会、コーラスひまわり、女声コーラスぶらんこ 20回連続出場団体表彰

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2006

2006（平成18）年４月29日（土・祝）　新潟テルサ

講　師：高嶋みどり（作曲家）　長谷川冴子（合唱指揮者）　司　会：長谷川慶子（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎アンサンブル　ノーチェ（梅山　登） コーロ・アミーカ（滝沢優子）

女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗） コーロ・ブリランテ（滝沢優子）
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コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり）

○チューリップ賞（優良賞）

コーラス野の花（名島啓太） コーラスひまわり（塚田佳男）

コーラス聖籠の杜（橋本洽子）　 石山グリーンコーラス（目黒　敬）

女声コーラスぶらんこ（高橋利恵） 合唱団　円（大石綾子）

○奨励賞

ひなげしコーラス（畑山容子） あるもにあ（桑原純子）

長岡女声さつき（塚田佳男）

花菖蒲＆グリューネ（古井明美） 関屋コーラス（吉田ようこ）

Le Jeudi（高見慶子） コール沙羅ぐみはら（野村幸子）

紫苑・コールアスター（古川圭子） コーラスマロー（桑原純子）

早通お母さんコーラス（茂木早苗） コールあじさい（嶋川真記子）

カンテリーノ両津（滝沢優子） カトレアコーラス（大久保房子）

コーラスふた葉（青柳秀昭） コーラスラベンダー（嶋川真記子）

みゆきコーラス（早川美智子） コーラス・ニナーレ（佐合里佳）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） コーラス万代（田辺千枝子）

コーラス木声会（矢部　隆） 名由実（豊島雄一）

白鳥コーラス（野村幸子） フラワーコーラス（武田尚子）

アルコバレーノ（丸山泰子） 合唱団コスモス（飯島淳子）

コーラスとようら（石川智子） コール・R（新野一枝）

※関屋コーラス、ひなげしコーラス、フラワーコーラス 20回連続出場団体表彰

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2007

2007（平成19）年４月29日（日・祝）　新潟テルサ

講　師：足達　勝子（合唱指揮者）　辻　秀幸（声楽家・合唱指揮者）

司　会：長谷川慶子（TeNY）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり） コーラスひまわり（塚田佳男）

女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗） あるもにあ（桑原純子）

アンサンブル　ノーチェ（梅山　登）

○チューリップ賞（優良賞）

カンテリーノ両津（滝沢優子） 長岡女声さつき（塚田佳男）

コーロ・ブリランテ（滝沢優子） 女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

コーラス野の花（名島啓太） コーロ・アミーカ（滝沢優子）

○奨励賞

コーラス枇杷の実（小竹　正） アカシアコーラス（泉アツ子）

合唱団　円（大石綾子）

白鳥コーラス（野村幸子） ひなげしコーラス（畑山容子）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） みゆきコーラス（早川美智子）
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フラワーコーラス（武田尚子） コール・Ｒ（新野一枝）

合唱団コスモス（飯島淳子） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）

コーラス木声会（矢部　隆） 関屋コーラス（吉田ようこ）

ラベンダー＆あじさい（嶋川真記子） コーラスぼだい樹（中脇幹夫）

コーラスつきがた（梅山洋子） 紫苑・コールアスター（古川圭子）

コーラス万代（田辺千枝子） 東風っ子コーラス（吉田裕実）

コーラス聖籠の杜（橋本洽子） アルコバレーノ（丸山泰子）

花菖蒲＆グリューネ（古井明美） Le Jeudi（高見慶子）

コーラス・マロー（桑原純子） コール沙羅ぐみはら（野村幸子）

コーラスライン（佐藤晶子） 早通お母さんコーラス（茂木早苗）

コーラス・ニナーレ（佐合里佳）

※コーラス万代、早通お母さんコーラス20回連続出場団体表彰

※新潟大学合唱団全日本合唱コンクール全国大会金賞受賞記念演奏

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2008

2008（平成20）年４月29日（火・祝）　新潟テルサ

講　師：片野　秀俊（合唱指揮者）　玉川　昌幸（声楽家・合唱指揮者）　司会：番井　奈歩

アトラクション：小林　史佳（津軽三味線プレイヤー）

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎アンサンブル　ノーチェ（梅山　登） ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり） 女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗）

コーラスひまわり（塚田佳男）

○チューリップ賞（優良賞）

カンテリーノ両津（滝沢優子） 長岡女声さつき（塚田佳男）

関屋コーラス（吉田ようこ） 女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

コーラス野の花（名島啓太） アカシアコーラス（泉アツ子）

○奨励賞

コール・Ｒ（新野一枝） あるもにあ（桑原純子）

白鳥コーラス（野村幸子）

花菖蒲＆グリューネ（古井明美） コール沙羅ぐみはら（野村幸子）

コーラス・ラベンダー（嶋川真記子） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）

合唱団　円（大石綾子） コーロ・クィント（塚原はる美）

ひなげしコーラス（畑山容子） Le Jeudi（高見慶子）

石山グリーンコーラス（目黒　敬） 合唱団コスモス（飯島淳子）

コーラス万代（田辺千枝子） コーラスさかい輪（桑原純子）

コーラスふた葉 コーラス・マロー（桑原純子）

アルコバレーノ（丸山泰子） みゆきコーラス（早川美智子）

Crystal Voices（大滝秀則） 紫苑・コールアスター（古川圭子）

コーラス聖籠の杜（橋本洽子） Ｊ．コーラス（吉田ようこ）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫） コーラス枇杷の実（小竹　正）
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コーラス木声会（矢部　隆） コールあじさい（嶋川真記子）

コーラス・ニナーレ（佐合里佳）

◆おかあさん音楽会　コーラスフェスティバル2009（25周年記念大会）

2009（平成21）年４月29日（水・祝）　新潟テルサ

講　師：岸　　信介（指揮者）　桑原　妙子（声楽家・合唱指揮者）

司　会：堀　　敏彦、栗林　紗美（TeNY）　アトラクション：新潟青陵高等学校ダンス部

出場団体

○雪椿賞（優秀賞　◎は新潟県知事賞）

◎コーロ・アヴァンティ（松浦ゆかり） あるもにあ（桑原純子）

コーラスひまわり（塚田佳男） ブリランテeアミーカ（滝沢優子）

アンサンブル　ノーチェ（梅山　登）

○チューリップ賞（優良賞）

コーラス野の花（名島啓太） 関屋コーラス（吉田ようこ）

長岡女声さつき（塚田佳男） 女声合唱団「フェリーチェ」（辻　志朗）

女声コーラスぶらんこ（高橋利恵）

○25回大会記念賞（奨励賞）

紫苑・コールアスター（古川圭子） ひなげしコーラス（畑山容子）

カンテリーノ両津（滝沢優子） コーラスさかい輪（桑原純子）

コーラスぼだい樹（中脇幹夫）

どんぐりコーラス（小柳美和子） コーラス木声会（矢部　隆）

コーラスマロー（桑原純子） 中浜すみれコーラス（宮内幽香子）

コーラス聖籠の杜（橋本洽子） コーラスふた葉

コール沙羅ぐみはら（野村幸子） 白鳥コーラス（野村幸子）

Le Jeudi（高見慶子） アカシアコーラス（泉アツ子）

コーラス・ニナーレ（佐合里佳） コール・Ｒ（新野一枝）

早通お母さんコーラス（茂木早苗） コールあじさい（嶋川真記子）

コーロ・クィント（塚原はる美） 合唱団コスモス（飯島淳子）

みゆきコーラス（早川美智子） 合唱団　円（大石綾子）

花菖蒲＆グリューネ（古井明美） コーラスライン（佐藤晶子）

コーラス万代（田辺千枝子） コーラスラベンダー（嶋川真記子）

石山グリーンコーラス（目黒　敬）

※コールあじさい　20回出場団体表彰
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合　　唱　　祭

◆第41回新潟県合唱祭

◆第14回久比岐野合唱フェスティバル

◆第11回楽しいコーラスのつどい

2000（平成12）年６月25日（日）　糸魚川市民会館

講師：佐藤　　眞（作曲家）

出演団体

○小中高大

糸魚川東小学校５年生 糸魚川小学校わかば合唱団 新井市立新井中学校合唱部

糸魚川中学校合唱部 新潟市立赤塚中学校音楽部 濁川中学校合唱部

県立小千谷西高等学校合唱部 三条東高校コーラス部 新潟南高校合唱部

県立看護短大合唱サークル 上越教育大学混声合唱団 新大室内合唱団

新潟大学合唱団

○一般

新井市民合唱団 アンサンブル208G うたごえサークルたけのこ

大潟町女声コーラス 大島村少年少女合唱団 合唱団der Platz（デア・プラッツ）

合唱団てくてく 合唱団ぽこ・あ・ぽこ＋α くびき火曜会

ぐるーぷ　しゃぼんだま コーラス　ラベンダー コーラス・グリーン

コーラス・フィロ コーラス四季 コーラスしゃくなげ

コーラスゆりかご コールいといがわ コール大島

ささゆりコーラス 三条フェスティバル合唱団 女声コーラス・ビアンカ

女声コーラスぶらんこ 女声コーラスゆりかご スイング名立

高田木曜会合唱団 男声合唱団「群青」 男声合唱団「群鳥」

男声合唱団トルヴェール Tout Voixn（トゥ・ヴォワン） フラワーコーラス

ふれあいコーラス プロブレム ボーカルアンサンブルGEN

ほっと　あんさんぶる ポップス合唱団うみなり ポプリ

妙高高原混声合唱団 八千浦コーラス レディースクワイヤJune

◆第42回新潟県合唱祭

2001（平成13）年６月17日（日）　小出郷文化会館大ホール

講師：青島　広志（作曲家）

出演団体

○小中高大

長岡市立栖吉中学校音楽部 新潟市立赤塚中学校音楽部 新潟市立濁川中学校合唱部

新潟市立松浜中学校合唱部 東京学館新潟高等学校合唱部 新潟県立小千谷西高等学校

新潟県立小出高等学校音楽部 新潟県立新潟南高等学校合唱部 新潟県立六日町高等学校音楽部

新大室内合唱団 新潟大学合唱団

○一般
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アンサンブル・イリゼ アンサンブル208G 大島村少年少女合唱団Green Tirol 

合唱団ユートライ コーラス四季 五泉市民合唱団

三条フェスティバル合唱団 女声合唱団みつ葉 男声合唱団トルヴェール

Tout-Voixn（トゥ・ヴォワン） 新津混声合唱団 ふれあいコーラス

ボーカルアンサンブルGEN 六日町少年少女合唱団 レディースクワイヤJune

◆第43回新潟県合唱祭

2002（平成14）年６月23日（日）　聖籠町文化会館

講師：辻　　秀幸（声楽家・合唱指揮者）

出演団体

○小中高大

新潟市立赤塚中学校音楽部 新潟市立濁川中学校合唱部 新潟市立松浜中学校合唱部

東京学館新潟高等学校合唱部 新潟県立小千谷西高等学校 新潟県立三条東高等学校コーラス部

新潟県立新潟中央高等学校 新潟県立新潟南高等学校合唱部 新潟県立新津高等学校

新潟県立六日町高等学校音楽部 新大室内合唱団 新潟大学合唱団

○一般

アンサンブル208G 合唱団ユートライ コーラス青葉

コーラス　ラベンダー 五泉市民合唱団 三条フェスティバル合唱団

紫苑コーラス 関中OB合唱団「びっくり箱」 男声合唱団トルヴェール

Tout-Voixn～トゥ・ヴォワン～ 新津混声合唱団 ふれあいコーラス

レディースクワイヤJune

◆第44回新潟県合唱祭

◆第33回上越市民芸能祭合唱のつどい

◆第17回久比岐野合唱フェスティバル

2003（平成15）年６月22日（日）　上越文化会館大ホール

講師：大熊　崇子（作曲家）

出演団体

○小中高大

稲田小学校合唱部 大町小学校　竹の子合唱団 春日新田小学校合唱部

国府小学校合唱部 南本町小学校合唱部 新井中学校

内野中学校合唱部 春日中学校合唱部 城西中学校

直江津東中学校合唱部 松浜中学校合唱部 小千谷西高校合唱部

柏崎常盤高校合唱部 三条東高校コーラス部 新潟南高校合唱部

新津高校合唱部 六日町高校音楽部 県立看護短大合唱サークル

上越教育大学混声合唱団 新大室内合唱団 新潟大学合唱団

○一般

新井市民合唱団 アンサンブルくえすちょん うたごえサークルたけのこ

大潟町女声コーラス 春日山荘コーラス教室 合唱団てくてく

合唱団ぽこ・あ・ぽこ 合唱団　雪ん子 くびき火曜会

ぐるーぷ　しゃぼんだま コーラス青葉 コーラス青海　ポレポレ

コーラス・フィロ コーラス四季 コーラスゆりかご
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コーラス　ら・ら・ら コールいといがわ コール大島

コールチロル大島 コーロ　ファンチュリン 五泉市民合唱団

三条フェスティバル合唱団 シニア学級　アカシア シニア学級　やまびこ

シャローム 上越ふれあい混声合唱団 女声コーラスビアンカ

女声コーラスぶらんこ スイング名立 スーパープリンセス

高田木曜会合唱団 男声合唱団　群青 男声合唱団　群鳥

男声合唱団トルヴェール CHIRO 中条ふれあいコーラス

新津混声合唱団 プロブレム ほっとあんさんぶる＆der Platz

ポップス合唱団うみなり ポプリ 妙高高原混声合唱団

八千浦コーラス レディースクワイヤJune

◆第45回新潟県合唱祭（新潟県合唱連盟創立45周年記念）

2004（平成16）年６月20日（日）　新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）コンサートホール

講師：佐藤　眞（作曲家）

出演団体

○小中高大

新潟市立赤塚中学校音楽部 新潟市立松浜中学校合唱部 県立小千谷西高等学校

県立柏崎常盤高等学校合唱部 県立三条東高等学校コーラス部 県立新潟中央高等学校A

県立新潟中央高等学校B 県立新潟南高等学校合唱部 県立新津高等学校合唱部

県立巻高等学校合唱部 県立六日町高等学校音楽部 東京学館新潟高等学校合唱部

新潟大学合唱団 新潟大学室内合唱団

○一般

あるもにあ アンサンブル208G アンサンブル　ノーチェ

アンサンブル・ロゼ 石山グリーンコーラス 合唱団　円

合唱団にいがた 合唱団ユートライ 合唱団Lalari

コーラス青葉 コーラス四季 コール沙羅ぐみはら

コーロ・アヴァンティ コーロ・アミーカ コーロ・ブリランテ

五泉ゴスペル・クワイヤー 五泉市民合唱団 紫苑コーラス

紫ぶ音ぷ 男声合唱団トルヴェール 中条ふれあいコーラス

新津混声合唱団 白鳥コーラス ブリランテeアミーカ

レディースクワイヤJune

◆第46回新潟県合唱祭  

2005（平成17）年６月19日（日）　長岡リリックホールコンサートホール

講師：清水　雅彦（指揮者）

出演団体

○小中高大

長岡市立栖吉中学校　 　新潟市立松浜中学校合唱部 敬和学園高等学校

県立小千谷西高等学校合唱部 　県立柏崎常盤高等学校合唱部 県立三条高等学校音楽部 

県立三条東高等学校コーラス部 　県立新潟南高等学校合唱部 県立新津高等学校

県立六日町高等学校音楽部 　東京学館新潟高等学校合唱部 新潟大学合唱団

新潟大学室内合唱団
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○一般

あるもにあ   　石山グリーンコーラス  合唱団にいがた

合唱団ユートライ  　合唱団 Lalari   コーラス青葉

コーラス四季  　コーラスつきがた  コーロ・アヴァンティ

五泉市民合唱団  　三条フェスティバル合唱団 紫苑コーラス

男声合唱団トルヴェール 　男声合唱団どんぐり  長岡第九合唱団

中条ふれあいコーラス 　新津混声合唱団  ブリランテeアミーカ

La Fontana   　レディースクワイヤ June

◆第47回新潟県合唱祭

◆第20回久比岐野合唱フェスティバル  

2006（平成18）年７月２日（日）　妙高市文化ホール  

講師：黒沢　吉徳（作曲家）  

出演団体

○小中高大

新井小学校合唱部 長岡市立栖吉中学校 新潟市立赤塚中学校音楽部

新潟市立松浜中学校合唱部 小千谷西高校合唱部 柏崎常盤高等学校合唱部

上越教育大学混声合唱団 新大室内合唱団 新潟大学合唱団

○一般

アカシアコーラス 新井混声合唱団 アンサンブル・ロゼ

うたごえサークル「たけのこ」 合唱団YEN 合唱団てくてく

合唱団にいがた 合唱団ぽこ・あ・ぽこ 合唱団「雪ん子」

合唱団 Lalari くびき火曜会 くびきのジュニアユースクワイアー

コーラス青葉 コーラス青海ポレポレ コーラスおおがた

コーラス四季 コーラス・フィロ コーラスゆりかご

コールいといがわ コール大島 コールチロル大島

五泉市民合唱団 上越ふれあい混声合唱団 女声コーラス・ビアンカ

女声コーラスぶらんこ スイング名立 高田少年少女合唱団

高田木曜会合唱団 男声アンサンブル「群青」 男声合唱団「群鳥」

中条ふれあいコーラス 新津混声合唱団 ほっとあんさんぶる

ポップス合唱団うみなり ポプリ 妙高高原混声合唱団

メイルクワイヤ3 1/2(サンカニブンノイチ） 八千浦コーラス レディースクワイヤ June

◆第48回新潟県合唱祭

2007（平成19）年６月17日（日）　新潟市巻文化会館 

講師：大門　康彦（合唱指揮者） 

出演団体

○小中高大

長岡市立栖吉中学校  　新潟市立赤塚中学校音楽部 新潟市立松浜中学校合唱部

新津第一中学校合唱部 　小千谷西高等学校合唱部 県立柏崎常盤高等学校合唱部

県立加茂高等学校合唱部 　新発田高校合唱部  新潟県立三条東高等学校コーラス部

新潟県立新潟南高等学校 　六日町高校音楽部  新潟大学合唱団
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新大室内合唱団

○一般

あるもにあ   　合唱団 IKUMA  合唱団にいがた

合唱団ユートライ  　合唱団 Lalari   カンターレ

コーラス青葉  　コーラス四季   コーラスつきがた

コーロ・アヴァンティ 　五泉市民合唱団  三条フェスティバル合唱団

紫苑コーラス  　男声合唱団トルヴェール 中条ふれあいコーラス

新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル 　新津混声合唱団  花菖蒲＆グリューネ

レディースクワイヤ June

◆第49回新潟県合唱祭

2008（平成20）年６月22日（日）　加茂文化会館

講師：小林　秀雄（作曲家）

出演団体

○小中高大

新発田市立加治川中学校 長岡市立栖吉中学校 新潟市立東新潟中学校合唱部

新潟市立松浜中学校合唱部 敬和学園高等学校混声合唱部 県立小千谷西高等学校合唱部

県立柏崎常盤高等学校合唱部 県立五泉高等学校コーラス部 県立三条東高等学校コーラス部

県立新発田高等学校合唱部 県立長岡高等学校 県立六日町高等学校音楽部

上越教育大学混声合唱団 新大室内合唱団 新潟大学合唱団

○一般

あるもにあ アンサンブル　ノーチェ 合唱団 IKUMA

合唱団KKY 合唱団にいがた 合唱団　円

合唱団ユートライ 合唱団 Lalari コーラス青葉

コーロ・アヴァンティ 五泉市民合唱団 三条フェスティバル合唱団

紫苑コーラス 第九を楽しく歌おう会 男声合唱団トルヴェール

中条ふれあいコーラス 新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル 新津混声合唱団

早通おかあさんコーラス＆女声コーラスゆりかご 飛燕メサイア合唱団 ブリランテ eアミーカ

「道」 レディースクワイヤ June

◆第50回新潟県合唱祭（新潟県合唱連盟創立50周年記念事業）

◆第23回久比岐野合唱フェスティバル

2009（平成21）年６月14日（日）　上越文化会館

講師：小林　秀雄（作曲家）　　梅山　　登（理事長）　　福冨　和子（副理事長）

出演団体

○小中高大

県立柏崎常盤高等学校合唱部 県立五泉高校コーラス部 県立新発田高等学校合唱部

県立長岡高校合唱部 上越教育大学混声合唱団 新大室内合唱団

新潟大学合唱団

○一般

新井混声合唱団 アンサンブル　ノーチェ うたごえサークルたけのこ

春日山荘コーラス教室 合唱団YEN 合唱団てくてく
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合唱団ぽこ・あ・ぽこ 合唱団「雪ん子」 くびき火曜会

くびきのジュニアユースクワイアー ぐるーぷ・しゃぼんだま グルポ・カントール

コーラス青葉 コーラスアンサンブル夕凪 コーラス青海ポレポレ

コーラスおおがた コーラス四季 コーラス・フィロ

コーラスゆりかご コーラスら・ら・ら コールいといがわ

コール大島 Choir Sprout Choir Sprout＆KKY合同合唱団

コールチロル大島 コーロ・ファンチュリン 五泉市民合唱団

混声合唱団さくら草 紫苑コーラス 上越ふれあい混声合唱団

女声コーラス・ビアンカ 女声コーラスぶらんこ スイング名立

高田木曜会合唱団 男声合唱団「群青」 男声合唱団トルヴェール

男声合唱団「群鳥」 中条ふれあいコーラス 新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル

新潟ユース合唱団 新津混声合唱団 ほっとあんさんぶる

ホップS・J ポップス合唱団うみなり ポプリ

妙高高原混声合唱団 妙高市文化ホール　ジュニア合唱クラブ メイルクワイヤ3 1/2(サンカニブンノイチ)

八千浦コーラス レディースクワイヤJune
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合唱フェスティバル

※（理）……全日本合唱連盟理事長賞

◆新潟県民文化祭2000　第31回新潟県合唱フェスティバル

◆第41回全日本合唱コンクール新潟県大会

◆第15回新潟県高等学校総合文化祭合唱部門

2000（平成12）年８月27日（日）　長岡リリックホールコンサートホール
審査員：国枝　春恵（作曲家）　　鈴木　茂明（声楽家）　　外山　浩爾（指揮者）

出場団体

○高等学校部門A 結　果　　　　関　東　　　　全　国

　新潟県立長岡大手高等学校合唱部（町田ふみ子）　　銅

　新潟県立新潟中央高等学校合唱部（梅山登）　　　　銀

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　　金　　　　　　銀

○大学部門Ａ

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　金　　　　　　金　　　　　　金

○大学部門Ｂ

　新潟大学合唱団（松浦良治）　　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

○一般部門Ａ

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　　銀

　合唱団ユートライ（清水雅彦）　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

　ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　　　　　銅

○中学校・同声部門

　上越市立城西中学校合唱部（内藤朝子）　　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部（太田女美）　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　　銅

　長岡市立西中学校合唱部（小山絹子）　　　　　　　銅

　新潟市立濁川中学校合唱部（宮村祥子）　　　　　　銅

　上越市立直江津東中学校合唱部（伊藤千佳子）　　　銀

　上越市立直江津中学校合唱部（福田文代）　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校合唱部（片野崇子）　　　　　金　　　　　　金

○中学校・混声部門

　柏崎市立鏡が沖中学校合唱部（矢島昭彦）　　　　　銅

　上越教育大学学校教育学部
　　　　　　　附属中学校合唱部（長谷川泰山）　　　金　　　　　　銀

　新津市立新津第一中学校（星野智加）　　　　　　　銅

　長岡市立栖吉中学校（大滝久美子）　　　　　　　　銅

　新潟市立関屋中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　金（理）　　　金

　新井市立新井中学校合唱部（金子央）　　　　　　　銀

※関東支部大会…９月23日～24日　山梨県民文化ホール（中学・高校・大学）
　　　　　　　　10月８日　　　　宇都宮市文化会館（職場・一般）
※全国大会………10月28日～29日　郡山市民文化センター（中学・高校）
　　　　　　　　11月25日～26日　札幌コンサートホール（大学・職場・一般）



38

◆新潟県民文化祭2001　第32回新潟県合唱フェスティバル

◆第42回全日本合唱コンクール新潟県大会

◆第16回新潟県高等学校総合文化祭合唱部門

2001（平成13）年８月26日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：小林　光雄（指揮者）　　鈴木　輝昭（作曲家）　　淡野　弓子（声楽家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　上越市立直江津中学校（福田文代）　　　　　　　　銀

　新潟市立濁川中学校合唱部（宮村祥子）　　　　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　　金　　　　　　銅

　長岡市立西中学校（中川由美）　　　　　　　　　　銅

　上越市立直江津東中学校（近喰千佳子）　　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校（熊谷千尋）　　　　　　　　銀

　上越市立城西中学校合唱部（内藤朝子）　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部（太田女美）　　　　　　金（理）　　　銀

○中学校・混声部門

　新潟市立関屋中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立舟栄中学校（丸山洋子）　　　　　　　　　銅

　長岡市立栖吉中学校（大滝久美子）　　　　　　　　金

　上越教育大学学校教育学部
　　　　　　　附属中学校合唱部（長谷川泰山）　　　銀

　柏崎市立南中学校（吉成恭子）　　　　　　　　　　銅

　新井市立新井中学校合唱部（金子央）　　　　　　　銅

　新津市立新津第一中学校（星野智加）　　　　　　　銅

○高等学校部門A

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　　金

　新潟県立新潟中央高等学校合唱部（梅山登）　　　　金　　　　　　金

○高等学校部門B

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（立川祐子）　　　金　　　　　　銅

○一般部門A

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　　金　　　　　　銀

　ARAI Youth choir うたいたい（金子央）　　　　　銅

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　　　　　　　　銀

　合唱団ユートライ（清水雅彦）　　　　　　　　　　金

○大学部門A・シード

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　シード　　　　シード　　　　　銀

※関東支部大会…９月22日～23日　静岡市民文化会館（中学・高校・大学）

　　　　　　　　９月30日　　　　千葉県文化会館（職場・一般）

※全国大会………10月27日～28日　名古屋市民会館（中学・高校）

　　　　　　　　11月24日～25日　郡山市民文化センター（大学・職場・一般）
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◆新潟県民文化祭2002　第33回新潟県合唱フェスティバル

◆第43回全日本合唱コンクール新潟県大会

◆第17回新潟県高等学校総合文化祭合唱部門

2002（平成14）年８月25日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：今井　邦男（合唱指揮者）　　大志万明子（声楽家）　　新実　徳英（作曲家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　上越市立直江津東中学校（近喰千佳子）　　　　　　銀

　新潟市立内野中学校合唱部（関根京子）　　　　　　金　　　　　　金

　新井市立新井中学校（丸山弥生）　　　　　　　　　銀

　上越市立城西中学校合唱部（内藤朝子）　　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校（山蔭愛美）　　　　　　　　銀

　新津市立新津第一中学校（星野智加）　　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立濁川中学校合唱部（宮村祥子）　　　　　　銅

○中学校・混声部門

　長岡市立栖吉中学校（大滝久美子）　　　　　　　　銀

　新潟市立関屋中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　金（理）　　　金

　上越教育大学学校教育学部

　　　　　　　　附属中学校合唱部（長谷川泰山）　　金

　新潟市立舟栄中学校（丸山洋子）　　　　　　　　　銅

　柏崎市立南中学校（吉成恭子）　　　　　　　　　　銅

○高等学校部門A

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　　金

　新潟県立新潟中央高等学校合唱部（梅山登）　　　　金　　　　　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　　銀

○高等学校部門B

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（立川祐子）　　　金　　　　　　銅

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

○大学部門B

　新潟大学合唱団（松浦良治）　　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

○一般部門A

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　　　　　　　　銀

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　　金

　La Fontana（清水雅彦）　　　　　　　　　　　　　銀

　合唱団ユートライ（清水雅彦）　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

※関東支部大会…９月21日～22日　前橋市民文化会館（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月６日　　　　鎌倉芸術館（職場・一般）

※全国大会………10月26日～27日　神戸国際会館こくさいホール（中学・高校）

　　　　　　　　11月23日～24日　びわ湖ホール（大学・職場・一般）
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◆新潟県民文化祭2003　第34回新潟県合唱フェスティバル

◆第44回全日本合唱コンクール新潟県大会

2003（平成15）年８月31日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：国枝　春恵（作曲家）　　瀧口　正彦（合唱指揮者）　　平松　英子（声楽家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　上越市立直江津東中学校（近喰千佳子）　　　　　　銅

　新井市立新井中学校（丸山弥生）　　　　　　　　　銀

　新潟市立濁川中学校合唱部（宮村祥子）　　　　　　銅

　新津市立新津第一中学校（星野智加）　　　　　　　銀

　上越市立城西中学校（遠藤好子）　　　　　　　　　金　　　　　　金

　新潟市立松浜中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校（佐藤瑠美）　　　　　　　　銀

　新潟市立内野中学校合唱部（関根京子）　　　　　　金　　　　　　金

○中学校・混声部門

　長岡市立栖吉中学校（大滝久美子）　　　　　　　　銀

　燕市立燕中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　　　銀

　上越教育大学学校教育学部
　　　　　　　附属中学校合唱部（長谷川泰山）　　　銀

　新潟市立舟栄中学校（丸山洋子）　　　　　　　　　銅

　新潟市立関屋中学校（内藤朝子）　　　　　　　　　金　　　　　　金

　柏崎市立南中学校（吉成恭子）　　　　　　　　　　銅

○高等学校部門A

　新潟県立新潟中央高等学校（梅山登）　　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　　銀

○高等学校部門B

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（立川祐子）　　　金　　　　　　銀

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　金（理）　　　金　　　　　　銀

○大学部門B

　新潟大学合唱団（松浦良治）　　　　　　　　　　　銀　　　　　　銀

○一般部門A

　新潟フィルハーモニー・
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　　　　　　　　銅

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　　銀

○一般部門B

　合唱団ユートライ（手崎健太）　　　　　　　　　　金　　　　　　銅

※関東支部大会…９月27日～28日　さいたま市文化センター（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月５日　　　　山梨県民文化ホール（職場・一般）

※全国大会………11月１日～２日　九州厚生年金会館グランド・ホール（中学・高校）

　　　　　　　　11月22日～23日　三重県総合文化センター（大学・職場・一般）
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◆新潟県民文化祭2004　第35回新潟県合唱フェスティバル

◆第45回全日本合唱コンクール新潟県大会

2004（平成16）年８月29日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：小林　光雄（合唱指揮者）　　鈴木　輝昭（作曲家）　　淡野　弓子（声楽家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　新潟市立小新中学校（小島美香子）　　　　　　　銅

　新潟市立濁川中学校合唱部（伊藤素子）　　　　　欠

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　銀

　新津市立新津第一中学校（星野智加）　　　　　　銀

　上越市立城西中学校（遠藤好子）　　　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立内野中学校合唱部（関根京子）　　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　上越市立直江津東中学校（山川智美）　　　　　　銅

　新井市立新井中学校合唱部（金子瑞穂　飯塚瑠美）金

○中学校・混声部門

　柏崎市立南中学校（吉成恭子）　　　　　　　　　銅

　燕市立燕中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　　金

　新潟市立関屋中学校合唱部（内藤朝子）　　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立舟栄中学校
　　　　　選択音楽と有志生徒（太田女美）　　　　銅

　長岡市立栖吉中学校（大滝久美子）　　　　　　　銀

　上越教育大学学校教育学部
　　　　　　　附属中学校（長谷川泰山）　　　　　銀

○高等学校部門A

　敬和学園高等学校（荒木京子）　　　　　　　　　銀

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　銅

　新潟県立新潟中央高等学校合唱部（星野克美）　　金　　　　　　銀

　新潟県立新潟南高等学校（駒野律之）　　　　　　銀　　　　　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　銅

○高等学校部門B

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（星山香織）　　金　　　　　　銅

○大学部門B

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　金　　　　　　銅

○一般部門A

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金

　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　金（理）　　　銅

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　銀

　合唱団Lalari（佐藤匠）　　　　　　　　　　　　 銀

　新潟フィルハーモニー・
　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　　　シード　　　　　銅

※関東支部大会…９月25日～26日　新潟県民会館（中学・高校・大学）
　　　　　　　　10月３日　　　　静岡市民文化会館（職場・一般）
※全国大会………10月30日～31日　府中の森芸術劇場（中学・高校）
　　　　　　　　11月20日～21日　愛媛県県民文化会館（大学・職場・一般）
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◆新潟文化祭2005　第36回新潟県合唱フェスティバル 

◆第46回全日本合唱コンクール新潟県大会

2005（平成17）年８月28日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：伊集院俊光（指揮者）　　移川　澄也（声楽家）　　木下　牧子（作曲家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　新潟市立内野中学校合唱部（関根京子）　　　　　金　　　　　　銀

　柏崎市立第一中学校（天野真紀）　　　　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金　　　　　　銀

　上越市立城西中学校合唱部（金子央）　　　　　　銀

　長岡市立青葉台中学校（大滝久美子）　　　　　　銀

　新潟市立宮浦中学校（鷹雄昌子）　　　　　　　　銀

　妙高市立新井中学校合唱部（丸山弥生）　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部（山田智秋）　　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立小新中学校（高橋宣明）　　　　　　　　銅

　新潟市立新津第一中学校合唱部（奈良秀樹）　　　銀

○中学校・混声部門

　燕市立燕中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　　金　　　　　　銀

　新発田市立加治川中学校（俵山英男）　　　　　　銅

　上越教育大学附属中学校合唱部（遠藤好子）　　　銀

　長岡市立栖吉中学校（中村佳美）　　　　　　　　銅

　新潟市立関屋中学校合唱部（星野朝子）　　　　　金　　　　　　銅

○高等学校部門A

　新潟県立柏崎常盤高等学校（竹田光）　　　　　　銅

　敬和学園高等学校（荒木京子）　　　　　　　　　金　　　　　　銅

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　銅

　新潟県立五泉高等学校
　　　　　コーラス部（高橋陽子　星山香織）　　　銀

　新潟県立新潟西高等学校合唱部（矢澤誠司）　　　銀

○高等学校部門B

　新潟県立新潟中央高等学校コーラス部（立川祐子）金（理）　　　銅

　新潟県立新潟南高等学校合唱部（金井祐一）　　　銀　　　　　　銅

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　金　　　　　　金　　　　　　銀

○大学部門B

　新潟大学合唱団（松浦良治）　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

○一般部門A

　新潟フィルハーモニー・
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　銀

　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　銅

　合唱団Lalari（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　金　　　　　　銀

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金　　　　　　銀

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　　　　　　　銅

　アンサンブル　ノーチェ（梅山登）　　　　　　　銀
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※関東支部大会…９月24日～25日　茨城県県民文化センター（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月２日　　　　群馬音楽センター（職場・一般）

※全国大会………10月29日～30日　広島厚生年金会館ホール（中学・高校）

　　　　　　　　11月19日～20日　新潟市民芸術文化会館（大学・職場・一般）

◆新潟文化祭2006　第37回新潟県合唱フェスティバル 

◆第47回全日本合唱コンクール新潟県大会

2006（平成18）年８月27日（日）　新潟県民会館大ホール 

審査員：澤島　富雄（合唱指揮者）　　高嶋みどり（作曲家）　　高橋　修一（声楽家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　長岡市立青葉台中学校（大滝久美子）　　　　　　銅 

　上越市立城西中学校合唱部（金子央）　　　　　　銅

　新潟市立内野中学校合唱部（関根京子）　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金

　新潟市立宮浦中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　金

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　金

　新潟市立松浜中学校合唱部（山田智秋）　　　　　銅

　長岡市立栖吉中学校（中村佳美）　　　　　　　　金　　　　　　銀

　妙高市立新井中学校（丸山弥生）　　　　　　　　銀

○中学校・混声部門

　新発田市立加治川中学校（俵山英男）　　　　　　銅

　新潟市立新津第一中学校（奈良秀樹）　　　　　　銀

　燕市立燕中学校合唱部（福冨和子）　　　　　　　金　　　　　　金

　新潟市立関屋中学校合唱部（星野朝子）　　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　上越教育大学附属中学校（遠藤好子）　　　　　　金　　　　　　銀

○高等学校部門A

　新潟県立新潟南高等学校合唱部（金井祐一）　　　銀

　敬和学園高等学校（荒木京子）　　　　　　　　　金　　　　　　銅

　新潟県立柏崎常盤高等学校合唱部（竹田光）　　　銅

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（星山香織）　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　銅

　新潟県立新発田高等学校合唱部（駒野律之）　　　銀

○高等学校部門B

　敬和学園高等学校混声合唱部（荒木京子）　　　　金（理）　　　銀

　新潟県立新潟中央高等学校コーラス部（立川祐子）金　　　　　　銀

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　　金　　　　　　金　　　　　　金

○大学部門B

　新潟大学合唱団（横田憲一）　　　　　　　　　　金　　　　　　銀　　　　　　金

○一般部門A

　合唱団Lalari（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　銀

　合唱団IKUMA（松崎泰治）　　　　　　　　　　銀

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金　　　　　　銀

　新潟フィルハーモニー
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　金　　　　　　銀
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　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　銀

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　銅

※関東支部大会…９月23日～24日　宇都宮市文化会館（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月15日　　　　茨城県立県民文化センター（職場・一般）

※全国大会………10月28日～29日　埼玉県大宮ソニックシティ（中学・高校）

　　　　　　　　11月25日～26日　熊本県立劇場（大学・職場・一般）

◆新潟文化祭2007　第38回新潟県合唱フェスティバル

◆第48回全日本合唱コンクール新潟県大会

2007（平成19）年８月26日（日）　新潟市民芸術文化会館コンサートホール

審査員：黒澤　吉徳（作曲家）　平松　英子（声楽家）　宮寺　　勇（指揮者）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　銀

　長岡市立青葉台中学校音楽部（大滝久美子）　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部（山田智秋）　　　　　金

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立内野中学校合唱部（小柳美和子）　　　　銀

　妙高市立新井中学校・
　　　上越市立城西中学校（丸山弥生）　　　　　　銅

　新潟市立宮浦中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　金　　　　　　銀

○中学校・混声部門

　新潟市立新津第一中学校合唱部（奈良秀樹）　　　銅

　新発田市立加治川中学校（俵山英男）　　　　　　銅

　燕市立燕中学校（渡邉みさ子）　　　　　　　　　金　　　　　　銅 

　上越教育大学附属中学校（遠藤好子）　　　　　　銀  

　新潟市立関屋中学校合唱部（星野朝子）　　　　　金　　　　　　金 

　長岡市立栖吉中学校（中村佳美）　　　　　　　　銀

○高等学校部門A

　新潟県立新発田高等学校合唱部（駒野律之）　　　金　　　　　　銅 

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（星山香織）　　銀

　敬和学園高等学校混声合唱部（荒木京子）　　　　金（理）　　　銀 

　新潟県立柏崎常盤高等学校合唱部（竹田光）　　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　銅

　新潟県立新潟南高等学校合唱部（増井陽子）　　　金

○高等学校部門B

　新潟県立新潟中央高等学校コーラス部（立川祐子）金　　　　　　銀 

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）＊シード団体　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

○大学部門B

　新潟大学合唱団（名島啓太）＊シード団体　　　　金　　　　　シード　　　　　銅

○一般部門A

　合唱団IKUMA（松崎泰治）　　　　　　　　　　銅

　合唱団YEN（金子央）　　　　　　　　　　　　　銅
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　新潟フィルハーモニー
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　金　　　　　　銀

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　金

　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　銀

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金　　　　　　銅

　合唱団Lalari（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　銀

※関東支部大会…９月22日～23日　横須賀芸術劇場（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月14日　　　　さいたま市文化センター（職場・一般）

※全国大会………10月27日～28日　岩手県民会館大ホール（中学・高校）

　　　　　　　　11月10日～11日　東京文化会館大ホール（大学・職場・一般）

◆新潟文化祭2008　第39回新潟県合唱フェスティバル

◆第49回全日本合唱コンクール新潟県大会

2008（平成20）年８月31日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：片野　秀俊（合唱指揮者）　　鈴木　茂明（指揮者）　　長谷川冴子（合唱指揮者）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　新潟市立宮浦中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　金

　新潟市立内野中学校合唱部（小柳美和子）　　　　銀

　燕市立燕中学校合唱部（石澤利美）　　　　　　　銅

　新潟市立新津第一中学校合唱部（奈良秀樹）　　　銅

　上越市立城西中学校（中村奈見子）　　　　　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部（山田智秋）　　　　　銀

　妙高市立新井中学校（丸山弥生）　　　　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金　　　　　　金　　　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校音楽部（大滝久美子）　　　銀  

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　金　　　　　　銅

○中学校・混声部門

　燕市立燕中学校（石澤利美）　　　　　　　　　　銅

　上越教育大学附属中学校（遠藤好子）　　　　　　銀

　長岡市立栖吉中学校（中村佳美）　　　　　　　　金　　　　　　銀

　長岡市立青葉台中学校（大滝久美子）　　　　　　銀

　新潟市立関屋中学校合唱部（星野朝子）　　　　　金　　　　　　銀

○高等学校部門A

　東京学館新潟高等学校合唱部（小林岳史）　　　　銅

　新潟県立柏崎常盤高等学校合唱部（竹田光）　　　銅

　新潟県立新発田高等学校合唱部（駒野律之）　　　銀

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（古井明美）　　金　　　　　　銅

　敬和学園高等学校混声合唱部（荒木京子）　　　　金　　　　　　金

　新潟県立新潟南高等学校合唱部（平野朋子）　　　銀

○高等学校部門B

　新潟県立新潟中央高等学校コーラス部（立川祐子）金　　　　　　銀

○大学部門A

　新大室内合唱団（箕輪久夫）＊シード団体　　　　金　　　　　　金　　　　　　金

　新潟大学合唱団（名島啓太）＊シード団体　　　　金　　　　　　銀
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○一般部門A

　合唱団YEN（金子央）　　　　　　　　　　　　　銅

　合唱団KKY（横田憲一）　　　　　　　　　　　　銀

　合唱団Lalari（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　 銀

　合唱団IKUMA（松崎泰治）　　　　　　　　　　 銀

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金　　　　　　銀

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　銅

　新潟フィルハーモニー
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　金（理）　　　銀

　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　銀

○一般部門B

　新潟ユース合唱団（箕輪久夫）　　　　　　　　　銀　　　　　　銅

※関東支部大会…９月20日～21日　千葉県市川市文化会館（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月12日　　　　新潟市民芸術文化会館（職場・一般）

※全国大会………10月25日～26日　香川県県民ホール（中学・高校）

　　　　　　　　11月22日～23日　岡山シンフォニーホール（大学・職場・一般）

◆新潟文化祭2009　新潟県合唱連盟創立50周年記念事業

◆第40回新潟県合唱フェスティバル

◆第50回全日本合唱コンクール新潟県大会

2009（平成21）年８月23日（日）　新潟県民会館大ホール

審査員：河合　孝夫（声楽家）　須藤　礼子（合唱指揮者）　なかにし　あかね（作曲家）

出場団体

○中学校・同声部門　　　　　　　　　　　　　　結　果　　　　関　東　　　　全　国

　長岡市立栖吉中学校（中村佳美）　　　　　　　　銅

　妙高市立新井中学校（丸山弥生）　　　　　　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部（山田智秋）　　　　　欠

　新潟市立宮浦中学校合唱部（鷹雄昌子）　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部（宮村祥子）　　　　　金　　　　　　銀

　新潟市立小針中学校合唱部（関根京子）　　　　　金　　　　　　銅

　新潟市立内野中学校合唱部（宮内幽香子）　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校音楽部（若林由美子）　　　銀

　新潟市立新津第一中学校合唱部（櫻庭元）　　　　銀 

　上越市立城西中学校（中村奈見子）　　　　　　　銅 

　燕市立燕中学校合唱部（石澤利美）　　　　　　　金　　　　　　銅

　長岡市立西中学校（保坂陽子）　　　　　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校合唱部（梅山洋子）　　　　金（理）　　　銀

○中学校・混声部門

　新潟市立関屋中学校合唱部（星野朝子）　　　　　金　　　　　　金

　上越教育大学附属中学校（遠藤好子）　　　　　　金

　県立直江津中等教育学校（筑波孝夫）　　　　　　銅

○高等学校部門A

　新潟県立長岡向陵高等学校（田辺美栄子）　　　　銀

　新潟県立五泉高等学校コーラス部（古井明美）　　銀

　新潟県立柏崎常盤高等学校合唱部（竹田光）　　　銅
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　敬和学園高等学校混声合唱部（荒木京子）　　　　金　　　　　　金

　新潟清心女子中学・高等学校（井村優子）　　　　銅

　新潟県立三条東高等学校（星野克美）　　　　　　銅

　新潟県立新潟南高等学校合唱部（増井陽子）　　　銀

　新潟市立万代高等学校（大関祥子）　　　　　　　銅

　新潟県立新発田高等学校合唱部（駒野律之）　　　金　　　　　　銅

○高等学校部門B

　新潟県立新潟中央高等学校コーラス部（立川祐子）金　　　　　　銅

○大学部門

　新潟大学合唱団（名島啓太）　　　　　　　　　　金　　　　　　金　　　　　　金

　新大室内合唱団（箕輪久夫）＊シード団体　　　シード　　　　　銀

○一般部門A

　新潟フィルハーモニー
　　　　　レディースアンサンブル（梅山登）　　　金　　　　　　銀

　合唱団Lalari（箕輪久夫）　　　　　　　　　　　 銀

　合唱団KKY（横田憲一）　　　　　　　　　　　　銀

　合唱団ユートライ（名島啓太）　　　　　　　　　金　　　　　　銅

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ（竹田光）　　　　　　　　銅

　合唱団IKUMA（松崎泰治）　　　　　　　　　　 銅

　レディースクワイヤJune（箕輪久夫）　　　　　　金

※関東支部大会…９月26日～27日　山梨県立県民文化ホール（中学・高校・大学）

　　　　　　　　10月11日　　　　宇都宮市文化会館（職場・一般）

※全国大会………10月24日～25日　金沢歌劇座（中学・高校）

　　　　　　　　11月21日～22日　札幌コンサートホールKitara（大学・職場・一般）



48

ヴォーカルアンサンブルコンテスト

※（グ）…グランプリ　（ユ）…ユニーク賞　（理）…新潟県合唱連盟理事長賞

◆第１回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

2003（平成15）年２月16日（日）　新潟市音楽文化会館ホール

審査員：箕輪　久夫（新潟県合唱連盟前理事長）　　梅山　　登（新潟県合唱連盟理事長）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県立新潟中央高等学校Ｂチーム　　　金

　新潟市立濁川中学校合唱部　　　　　銀　　　○一般

　新潟市立松浜中学校合唱部　　　　　銀　　　　カンターレ　　　　　　　　　　　　銅

○大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11・３　　　　　　　　　　　　　　金

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　銅　　　　関屋コーラス　　　　　　　　　　　銅

　たけ六　　　　　　　　　　　　　 銀(ユ)     コーロ・ブリランテ　　　　　　　　銀

　アンサンブル・昇　　　　　　　　　銀　　　　みなづき　　　　　　　　　　　　 金(グ)

　アンサンブルEcho　　　　　　　　　金　　　　アンサンブルvague　　　　 　　　　金

○高校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーラスマロー　　　　　　　　　　銀

　県立五泉高等学校コーラス部　花組　銀　　　　Tout Voixn　　　　　　　　　　　  　金

　県立新潟中央高等学校Ａチーム　　　金　　　　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銀

　県立小千谷西高等学校　　　　　　　銅　　　　カレイドスコープ　　　　　　　　　銅

　県立新潟南高等学校合唱部　　　　　銀　　　　あるもにあ　　　　　　　　　　　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部　　　　銀　　　　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　銀

　県立三条東高等学校コーラス部　　　銀　　　　新潟フィルハーモニー合唱団　　　　金

　県立五泉高等学校コーラス部　月組　金　　　　あんさんぶる　リリカ　　　　　　　銅

◆第２回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

2004（平成16）年１月31日（土）　新潟市音楽文化会館ホール

審査員：大熊　崇子（作曲家）　　宮寺　　勇（指揮者）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○中学

　新潟市立関屋中学校合唱部　　　　　金

　新潟市立内野中学校
　　　　合唱部Ｂ（ヘンルーダ）　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部　　　　　銅

　燕市立燕中学校　　　　　　　　　　金

　新潟市立濁川中学校　　　　　　　　銅

　新潟市立内野中学校合唱部Ａ（天使）銀

　小千谷市立小千谷中学校　　　　　　銅

　長岡市立栖吉中学校　　　　　　　　銅

○大学

　アンサンブルecho　　　　　　　　　銅

　アンサンブルfi ori　　　　　　　　　銀

　鶴南Ｇパンズ　　　　　　　　　　　銀

　アンサンブル・昇　　　　　　　　　銀

○高校 

　東京学館新潟高等学校合唱部　　　  銅(ユ)

　新潟県立五泉高等学校
　　　　コーラス部「なごり雪」　　　銀

　新潟県立巻高等学校合唱部Ｂチーム　銅

　新潟県立小千谷西高等学校　　　　　銅

　敬和学園高等学校合唱部　　　　　　金

　新潟県立五泉高等学校
　　　　コーラス部「卒業写真」　　　銀
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　新潟県立新潟南高等学校合唱部　　　銀

　新潟県立三条東高等学校
　　　　　　　　　コーラス部 　　　銅(ユ)

　新潟県立巻高等学校合唱部Ａチーム　銀

　県立五泉高等学校
　　　　コーラス部「青春時代」　　　金

　県立新潟中央高等学校　　　　　　　金

○一般

　Tanti Fiori　　　　　　　　　　　　銅

　合唱団NESMO　　　　　　　　　　銅

　アンサンブル208G　　　　　　　　金(グ)

　コーロ・アミーカ　　　　　　　　　銀

　ラ・エリアント　　　　　　　　　　銀

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　銀

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　カレイドスコープ　　　　　　　　　金

　新潟フィルハーモニー
　　　　　レディースアンサンブル　　金

◆第３回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

2005（平成17）年１月30日（日）　新潟市音楽文化会館ホール

審査員：辻　　秀幸（指揮者）　　平松　英子（声楽家）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校

　新潟中央高等学校Deici　　　　　　  金

　三条東高等学校コーラス部　　　　　銅

　新潟南高校合唱部２年生チーム　　　金

　新潟県立巻高等学校合唱部１年生チーム　銀

　新潟県立六日町高校音楽部Ａ　　　　銀

　東京学館新潟高校合唱部　　　　　　金

　柏崎常盤高等学校合唱部　　　　　　銅

　新潟県立小千谷西高等学校　　　　　銀

　五泉高校コーラス部　　　　　　　　銅

　敬和学園高等学校声楽部　　　　　　金

　県立新潟中央高等学校Rainbow　　　金

　新潟県立巻高等学校
　　　　合唱部混声チーム　　　　　　銀

　新潟県立六日町高校音楽部Ｂ　　　　銅

　新潟南高校合唱部１年生チーム　　　金

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　　銀

　新潟中央高等学校Central Sisters☆　 銀

○大学 

　アンサンブルfi ori　　　　　　　　　 金

　上越教育大学グリークラブ　　　　　銅

　アンサンブル庄内柿　　　　　　　 金(グ)

　４Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　金

　チーム織部千織　　　　　　　　　　金

　アンサンブルMaria　　　　　　　　 銅

　ニャンニャン　　　　　　　　　　　銀

○中学校

　新潟市立関屋中学校合唱部　　　　　金

　燕市立燕中学校「ハウル」　　　　　金

　新潟市立東新潟中学校
　　　　　　　合唱部「Bell」　　　　 銅

　新潟市立松浜中学校
　　　　　　　合唱部「夜空組」　　　銀

　上越市立城西中学校Ⅰ　　　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　金

　長岡市立栖吉中学校　　　　　　　　銀

　上越市立城西中学校Ⅱ　　　　　　　銅

　新潟市立松浜中学校
　　　　　　　合唱部「さくら組」　　金

　燕市立燕中学校「ナウシカ」　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校
　　　　　　　合唱部「haru」　　　　金

　新潟市立内野中学校合唱部　　　　　金

　燕市立燕中学校「ラピュタ」　　　　銅

　上越市立城西中学校　　　　　　　 銀(ユ)

○一般 

　ラ・エリアント　　　　　　　　　　銀

　新潟フィルハーモニー
　　　　レディースアンサンブル　　　金

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　銅

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銀

　レディースクワイヤJune　　　　　　金

　合唱団ユートライＡ　　　　　　　　銀

　SMAS（スマッス）　　　　　　　　銅

　カレイドスコープ　　　　　　　　　銀

　あんさんぶる・リリカ　　　　　　　銀

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　銀

　合唱団ユートライＢ　　　　　　　　金
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◆第４回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

2006（平成18）年１月29日（日）　新潟市音楽文化会館ホール 

審査員：移川　澄也（声楽家）　　長谷川冴子（合唱指揮者）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校 

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　 金(ユ)

　県立五泉高等学校コーラス部　　　　銀

　県立巻高等学校合唱部　　　　　　　金

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部１年生チーム　　　　　銅

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部Amóre　　　　　　金

　県立柏崎常盤高等学校合唱部　　　　銅

　県立小千谷西高等学校合唱部　　　　銅

　県立新発田高等学校音楽部　　　　　銀

　県立三条東高等学校コーラス部　　　銀

　東京学館新潟高等学校合唱部　　　　金

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部２年生Ａチーム　　　　銀

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部Primavèra　　　　 金

　新発田中央高等学校合唱部　　　　　銅

　新潟市立万代高等学校　　　　　　　金

　県立六日町高等学校音楽部　　　　　銅

　敬和学園高等学校声楽部　　　　　　金

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部２年生Ｂチーム　　　　銀

　新発田中央高等学校
　　　　合唱部３年生　　　　  　　　 銅

○中学校

　新潟市立内野中学校合唱部　花組　　金

　妙高市立新井中学校　　　　　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校
　　　　合唱部　希望（ゆめ）　　　　銅

　新発田市立加治川中学校　　　　　　銀

　上越市立城西中学校　　　　　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校　　　　　　　金

　燕市立燕中学校　白組　　　　　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部　月組　　銀

　長岡市立栖吉中学校　Ａ

　新潟市立宮浦中学校
　　　　合唱部　かぐや姫　　　　　　金

　新潟市立関屋中学校
　　　The☆Sekiya BOYS and GIRLS　金

　新潟市立東新潟中学校　空（そら）　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部　星組　　金

　長岡市立栖吉中学校Ｂ

　燕市立燕中学校　紅組　　　　　　　銀

　新潟市立濁川中学校　　　　　　　　銀

　新潟市立宮浦中学校合唱部　白雪姫　銅

　新潟市立東新潟中学校　海（うみ）　銀

　新潟市立関屋中学校
　　　　The☆Sekiya GIRLS　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　金

　新潟市立内野中学校合唱部　雪組　　金

○大学 

　新大室内合唱団
　　　　アンサンブル★流れ星　　　　銀

　上越教育大学混声合唱団 PINKY　　 銀

　奥部千織　　　　　　　　　　　　　金

○一般

　レディースクワイヤJune Junius　　 金(グ)

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　アンサンブル　ロゼ　　　　　　　　金

　新潟フィルハーモニー
　　　　レディースアンサンブル　　　銀

　レディースクワイヤJune すずくれ　  銀

　カレイドスコープ　　　　　　　　　銅

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銅
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◆第５回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

2007（平成19）年１月28日（日）　新潟市音楽文化会館ホール 

審査員：片野　秀俊（合唱指揮者）　　須藤　礼子（合唱指揮者）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校 

　県立六日町高等学校音楽部　　　　　銅

　新潟市立万代高等学校音楽部　茜　　銀

　県立新潟中央高等学校
　　　コーラス部アンサンブル大石丸　銀

　県立柏崎常盤高等学校合唱部　　　　銀

　県立小千谷西高等学校合唱部　　　　銅

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　　金

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部２年生チーム　　　　　金

　県立新発田高等学校合唱部　　　　　銀

　新潟市立万代高等学校音楽部　碧　　銀

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部アンサンブル葵　　金

　県立新潟西高等学校合唱部　　　　　銅

　東京学館新潟高等学校　　　　　　　銀

　県立三条東高等学校コーラス部　　　銅

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部１年生チーム　　　　　金

　県立五泉高等学校コーラス部　　　　銀

　敬和学園高等学校声楽部　　　　　　金

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部アンサンブル茜　　金

○中学校

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　　選択音楽Ｂ　　　　銅

　新潟市立宮浦中学校合唱部　星組　　金

　新潟市立内野中学校合唱部　人魚姫　銀

　新潟市立東新潟中学校
　　　　合唱部　スターマインズ　　　金

　上越市立城西中学校Cantabile　　　  銀

　燕市立燕中学校　Ａ　　　　　　　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　　選択音楽Ｄ　　　　銅

　新潟市立松浜中学校合唱部　花組　　銀

　新潟市立宮浦中学校合唱部　空組　　金

　新潟市立東新潟中学校合唱部　希望　金

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　金

　新潟市立関屋中学校　くろねこ　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部　雪組　　銀

　長岡市立青葉台中学校　　　　　　　金

　長岡市立栖吉中学校音楽部　　　　　金

　新潟市立濁川中学校合唱部　　　　　銀

　新潟市立宮浦中学校合唱部　月組　　金

　新潟市立内野中学校
　　　　合唱部　りんご組　　　　　　金

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　　選択音楽Ｃ　　　　銀

　新潟市立関屋中学校　しろねこ　　　金

　妙高市立新井中学校　　　　　　　　銀

　新潟市立新津第一中学校合唱部　　　銅

　上越市立城西中学校　Andante　　　銅

　燕市立燕中学校　Ｂ　　　　　　　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　　選択音楽Ａ　　　　銅

○大学

　新大室内合唱団　syam　　　　　　  銀

　新大室内合唱団　奥部千織　　　　　銀

○一般

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　金

　合唱団Lalari　　　　　　　　　　　 銅

　新潟フィルハーモニー

　　　　レディースアンサンブル　 　金(理)

　合唱団YEN　　　　　　　　　　　　銅

　アンサンブルPièria　　　　　　　　 銀

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銅

　レディースクワイヤJune　　　　　　金

　アンサンブル208G　　　　　　　　  銀

　女声アンサンブルiris　　　　　　　  銀

　アンサンブルfi lato　　　　　　　　　銀

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅
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◆第６回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

2008（平成20）年１月27日（日）　新潟市音楽文化会館ホール 

審査員：粕谷　宏美（指揮者）　　岸　　信介（合唱指揮者）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校 

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部β（ベータ）　　　金

　県立新潟高等学校合唱同好会Ａ　　　銀

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部１年生チーム　　　　　銅

　県立三条東高等学校コーラス部　　　銀

　県立新発田高等学校合唱部　　　　　金

　敬和学園高等学校声楽部　　　　　　金

　県立六日町高等学校音楽部　　　　　銅

　県立新潟中央高等学校
　　　　コーラス部α（アルファ）　　金

　県立柏崎常盤高等学校合唱部　　　　銀

　県立新潟南高等学校
　　　　合唱部２年生チーム　　　　　銀

　県立小千谷西高等学校合唱部　　　　銅

　県立新潟高等学校合唱同好会Ｂ　　　銀

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　　金

　県立五泉高等学校コーラス部　　　　銅

○中学校 

　新潟市立松浜中学校合唱部　月組　　銀

　上越市立大島中学校音楽部　　　　　銀

　新潟市立新津第一中学校合唱部　　　銀

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　２年１組有志　　　　銅

　新潟市立東新潟中学校
　　　　合唱部サーターアンダキー　　金

　燕市立燕中学校合唱部ノスタルジア　銅

　長岡市立青葉台中学校音楽部　　　　金

　新潟市立松浜中学校合唱部　花組　　銀

　新潟市立宮浦中学校
　　　　　　　合唱部「ひかり」　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　金

　新発田市立加治川中学校選択音楽Ⅰ　銅

　新潟市立関屋中学校合唱部Ｍ　　　　銀

　長岡市立青葉台中学校混声チーム　　金

　新潟市立東新潟中学校
　　　　合唱部シークァーサー　　　 金(理)

　燕市立燕中学校合唱部スワロウズ　　銅

　新発田市立加治川中学校選択音楽Ⅱ　銅

　上越市立城西中学校・
　　　　妙高市立新井中学校　　　　　銀

　新潟市立濁川中学校　　　　　　　　銅

　新潟市立関屋中学校合唱部Ｂ　　　　金

　長岡市立栖吉中学校　　　　　　　　銀

　新潟市立宮浦中学校合唱部「そら」　金

　燕市立燕中学校合唱部　FRIENDS　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　２年２組有志　　　　銅

　新潟市立内野中学校合唱部　　　　　金

○大学 

　新大室内合唱団　奥部千織　　　　　金

　上越教育大学混声合唱団有志　　　　銀

○一般 

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　銀

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　レディースクワイヤJune　　　　　　銀

　合唱団NEWS　　　　　　　　　　　銀

　合唱団KKY　　　　　　　　　　　　銀

　学生合唱団　華歌志　　　　　　　　金

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銅

　アンサンブル208G　　　　　　　　　銅

　合唱団YEN　　　　　　　　　　　　銅

　新潟フィルハーモニー
　　　　レディースアンサンブル　　　金

　アンサンブルfi lato　　　　　　　　　金

　合唱団Lalari　　　　　　　　　　　 金
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◆第７回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

2009（平成21）年１月25日（日）　新潟市音楽文化会館ホール 

審査員：荻野　久一（声楽家）　　信長　貴富（作曲家）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校 

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　　銀

　県立新潟高等学校合唱部
　　　　まっちょで愉快な仲間達　　　銀

　県立新潟中央高等学校
　　　　　　コーラス部RuRu　　　　 金

　県立五泉高等学校コーラス部　　　　銅

　東京学館新潟高等学校合唱部　星組　銅

　県立柏崎常盤高等学校合唱部　　　　銅

　県立長岡向陵高等学校合唱部Ⅰ　　　銅

　敬和学園高等学校声楽部「桜」　　　金

　県立新潟南高等学校チーム　　　　　銀

　県立新潟中央高等学校
　　　　　　コーラス部KiKi　　　　　金

　県立長岡高等学校合唱部♯　　　　　銀

　県立新発田高等学校
　　　　合唱部２年生チーム　　　　　銅

　敬和学園高等学校声楽部「秋」　　　金

　県立新潟中央高等学校
　　　　　　コーラス部LaLa　　　　　金

　東京学館新潟高等学校合唱部　花組　銅

　県立新潟高等学校合唱部　　　　　　金

　新潟市立万代高等学校　雪うさぎ　　金

　県立長岡向陵高等学校合唱部Ⅱ　　　銅

　県立長岡高等学校合唱部♭　　　　　銀

　県立新発田高等学校
　　　　合唱部１年生チーム　　　　　銀

○中学校 

　新潟市立新津第一中学校合唱部　　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　２年２組有志　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校音楽部　　　　金

　上越市立春日中学校「花」　　　　　銀

　新潟市立小針中学校
　　　　合唱部ミルキーガールズ　　　金

　新潟市立宮浦中学校合唱部Moon　　 金

　上越市立城西中学校　　　　　　　　銅

　燕市立燕中学校合唱部　　　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校合唱部「光」　金

　上越市立大島中学校　　　　　　　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　アンサンブルⅡ　　　銅

　新潟市立関屋中学校合唱部「翁」　　金

　新潟市立松浜中学校合唱部　　　　　金

　上越市立春日中学校合唱部「月」　　銅

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　２年１組有志　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校混声チーム　　金

　新潟市立東新潟中学校合唱部「空」　銀

　新潟市立宮浦中学校合唱部Sun　　　 金

　妙高市立新井中学校合唱部　　　　　銀

　新潟市立内野中学校合唱部　　　　　銀

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　銀

　新発田市立加治川中学校
　　　　　　　　アンサンブルⅠ　　　銅

　新潟市立小針中学校合唱部
　　　　　ドリーミングガールズ　　　銀

　新潟市立関屋中学校
　　　　　　合唱部「SOLDIER」　　  銀

○一般 

　新潟フィルハーモニー
　　　　レディースアンサンブル　 　金(理)

　レディースクワイヤJuni　　　　　　 金

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　金

　Choir Sprout 　　　　　　　　　　　 銅

　合唱団KKY　　　　　　　　　　　  銀

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銅

　合唱団Lalari　　　　　　　　　　　 金

　合唱団ぽこ・あ・ぽこ　　　　　　　銅

　グルポ・カントール　　　　　　　　銀

　女声アンサンブルiris　　　　　　　  金

　合唱団NEWS　　　　　　　　　　　銀

　合唱団YEN　　　　　　　　　　　　銅

　レディースクワイヤGiugno　　　　　金

　Iride　　　　　　　　　　　　　　　銀
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◆第８回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト（新潟県合唱連盟創立50周年記念事業）

2010（平成22）年１月24日（日）　新潟市音楽文化会館ホール 

審査員：片野　秀俊（合唱指揮者）　　田中登志生（指揮者）

出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果　　出演団体　　　　　　　　　　　　　結　果

○高校 

　県立新発田高等学校合唱部
　　　　　　チームたんちゃめぶし　　銀

　県立長岡高等学校合唱部班「和」　　銀

　県立新潟高等学校合唱部♭　　　　　金

　県立新潟中央高等学校
　　　　　　コーラス部　紫式部　　　金

　新潟市立万代高等学校　雪うさぎ　　銀

　県立柏崎常盤高等学校合唱部　　　　銅

　敬和学園高等学校
　　　　シュビドゥヴァーズ　　　　　銀

　県立新発田高等学校合唱部
　　　チーム線路は続くよどこまでも　銅

　県立新潟南高等学校合唱部　　　　　銅

　県立新潟中央高等学校
　　　　　コーラス部　エリザベート　金

　新潟清心女子中学・高等学校　　　　銅

　県立新潟高等学校合唱部♯　　　　　銀

　県立三条東高等学校コーラス部　　　銅

　新潟市立万代高等学校雪だるま　　　銅

　県立五泉高等学校コーラス部　　　　金

　県立新潟中央高等学校
　　　　　コーラス部　小野小町　　　金

　新潟明訓高等学校合唱部　　　　　　銅

　県立長岡高等学校音楽部
　　　　　　　　合唱班「愛」　　　　金

　敬和学園高等学校声楽部　　　　　　金

　県立新発田高等学校合唱部
　　　　　　　チーム鉾をおさめて　　銀

○中学校 

　長岡市立青葉台中学校
　　　　　　音楽部～蒲公英～　　　　銀

　新潟市立松浜中学校合唱部　　　　　銀

　新潟市立東新潟中学校合唱部「心」　金

　新潟市立赤塚中学校音楽部　　　　　銀

　燕市立燕中学校合唱部Ⅱ　　　　　　銅

　上越市立大島中学校　　　　　　　　銀

　長岡市立栖吉中学校　　　　　　　　銀

　新潟市立関屋中学校合唱部（混声）　銀

　新潟市立宮浦中学校
　　　　　　合唱部「SUTURN」　　  金

　妙高市立新井中学校合唱部アゲイン　銅

　新潟市立小針中学校合唱部Ｂ　　　　金

　新潟市立東新潟中学校
　　　　　　合唱部「希望」　　　　　金

　燕市立燕中学校合唱部Ⅲ　　　　　　銅

　新潟市立宮浦中学校
　　　　　　合唱部「Jupiter」　　　　金

　上越市立城西中学校　　　　　　　　銅

　長岡市立青葉台中学校音楽部～椿～　銀

　新潟市立内野中学校合唱部　　　　　銅

　新潟市立小針中学校合唱部Ａ　　　　金

　新潟市立新津第一中学校合唱部　　　銀

　新潟市立関屋中学校合唱部（女声）　金

　妙高市立新井中学校
　　　　　　合唱部マリンスノー　　　銅

　燕市立燕中学校合唱部Ⅰ　　　　　　銅

　新潟市立宮浦中学校
　　　　　　合唱部「Neptune」　　　 銀

○一般 

　レディースクワイヤJune　　　　　　金

　女声アンサンブルiris　　　　　　　  金

　男声合唱団トルヴェール　　　　　　銅

　新潟フィルハーモニー
　　　　レディースアンサンブル　　 金(理)

　カレイドスコープ　　　　　　　　　銅

　アンサンブル「夕映」　　　　　　　銅

　合唱団KKY　　　　　　　　　　　  銅

　合唱団Lalari　　　　　　　　　　　 金

　Iride　　　　　　　　　　　　　　  銀

　カンターレ　　　　　　　　　　　　銀

　アンサンブル・ロゼ　　　　　　　　金

　グルポ・カントール　　　　　　　　銅

　Choir Sprout 　　　　　　　　　　　 銅

　アンサンブル「夕凪」　　　　　　　銀

　合唱団YEN　　　　　　　　　　　　銀
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合 唱  講  習  会

2000(平成12)年　　　　　　　コーラスワークショップ開催のため休講

2001(平成13)年５月13日(日)　加茂文化会館大ホール
　　講師／移川　澄也 内容／発声講座

　　　　　（声楽家）　　

2002(平成14)年５月26日(日)　新井総合文化ホール
　　講師／移川　澄也 内容／発声講座

　　　　　（声楽家）　　

2003(平成15)年５月25日(日)　県立新潟中央高等学校音楽棟ホール
　　講師／大谷　研二 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　午後：一般講習（世界の合唱曲より）

2004(平成16)年５月23日(日)　三条市中央公民館
　　講師／樋本　英一 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（指揮者）　　 　　　午後：一般講習（全日本課題曲ほか）

2005(平成17)年５月８日(日)　上越教育大学音楽棟・講堂 
　　講師／工藤　智昭　 内容／ワークショップ形式の講習会

　　　　　後藤　　丹

　　　　　上野　正人

　　　　　（上越教育大学）

2006(平成18)年５月27日(土)　新潟県民会館小ホール
　　講師／須藤　礼子 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　午後：一般講習（全日本課題曲）

2007(平成19)年６月２日(土)　新潟県民会館小ホール
　　講師／辻　　秀幸 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　午後：一般講習（全日本課題曲）

※2007(平成19)年７月14日(土)　新潟市民芸術文化会館コンサートホール
　　講師／松下　　耕 　内容／午前：NHK高校課題曲「言葉にすれば」

　　　　　（合唱指揮者・作曲家）　　 　　　　午後：混声「Jupiter」女声「愛の詩集」

2008(平成20)年５月25日(日)　新潟県民会館小ホール
　　講師／坂本　かおる 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　午後：一般講習（かおる先生と一緒にハモろう）

2009(平成21)年５月24日(日)　新潟県民会館小ホール
　　講師／清水　雅彦 内容／午前：指導者講習会（NHK課題曲）

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　午後：一般講習（「愛する歌」より）

※は特別合唱講習会
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中学校合唱講習会

2000(平成12)年　　　　　　　コーラスワークショップ開催のため休講

2001(平成13)年12月８日(土)　新潟中央高等学校音楽棟ホール

　　講師／小林　光雄 内容／発声講座

　　　　　（合唱指揮者）　　

2002(平成14)年12月７日(土)　長岡リリックホール

　　講師／高嶋　昌二 内容／発声指導及び曲作りのポイント

　　　　　（合唱指揮者）　　 　　　「OH MY SOLDIER」「聞こえる」

2004(平成16)年２月28日(土)　上越教育大学附属中学校

　　講師／工藤　智昭 　　　　内容／発声講座

　　　　　（上越教育大学教授）　　

2004(平成16)年12月26日(日)　新潟中央高等学校音楽棟ホール

　　講師／印東　公民　　　　　　　

（秩父市立秩父第二中学校）

 内容／ 冬場の声作りやスキルアップの取り組み、曲作り

について（コチャール合唱曲より2曲、「信じ

る」）

2005(平成17)年12月24日(日)　新潟中央高等学校音楽棟ホール

　　講師／浜田　正子 内容／「コーラスって楽しい！」

　　　　　（佐原市立佐原中学校）　　

2006(平成18)年12月24日(日)　りゅーとぴあスタジオA

　　講師／島方　麻美 内容／その１　心と体の準備曲

　　　　　（春日部市立豊春中学校） 　　　その２　発声エトセトラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　その３　ハモって幸せ

2007(平成19)年12月22日(土)　西新潟市民会館多目的ホール

　　講師／島方　麻美 内容／その１　心と体の準備と使い方

　　　　　（春日部市立豊春中学校） 　　　その２　発声エトセトラ

 　　　　　　　　アンサンブルをしよう！

2008(平成20)年12月20日(土)　西新潟市民会館多目的ホール

　　講師／石山　明 内容／発声を中心とした講習（講習曲「手紙」）

　　　　　（埼玉県栄東中学校）　　

2009(平成21)年　　　　　　　インフルエンザのため中止


