
第19回大阪ヴォーカルアンサンブルコンテスト　審査結果

2020年(令和2年)2月1日(土) 2020年(令和2年)2月2日(日)

一般部門・青少年の部 中学校部門

順 出演団体名 結果 順 出演団体名 結果

青少年 1 関西創価小学校 Courage 金賞 中学校 1 河内長野市立南花台中学校 銅賞

青少年 2 関西創価小学校 Hope 銀賞 中学校 2 堺市立庭代台中学校“Chorus Rainbow” 銅賞

一般部門・一般の部 中学校 3 茨木市立東雲中学校コーラス部 銅賞

順 出演団体名 結果 中学校 4 大阪市立阪南中学校合唱部Ｂ 銅賞

一般 1 Misticanza 銀賞 中学校 5 高石市立取石中学校合唱部 銅賞

一般 2 シャンタント － 中学校 6 関西創価中学校レオナルド合唱団Ｂ 金賞

一般 3 香音 金賞 中学校 7 貝塚市立第一中学校「Amuse」 金賞

一般 4 Ensemble Parfait 銅賞 中学校 8 貝塚市立第一中学校「Spirit」 銀賞

一般 5 ＫＣユースクローバー 銅賞 中学校 9 清教学園中学校合唱部Ｂ 金賞

一般 6 T's Echo 銀賞 中学校 10 堺市立庭代台中学校“Chorus Fantasy” 銅賞

一般 7 大阪成蹊学園コーラス部 スイレン 銅賞 中学校 11 高石市立高南中学校合唱部 銅賞

一般 8 Ensemble Carpe Diem 金賞 中学校 12 開明 Clover Sprouts 金賞

一般 9 Chor Luft 銀賞 中学校 13 岸和田市立岸城中学校合唱部 銀賞

一般 10 女声コーラス　わかくさ － 中学校 14 堺市立浜寺南中学校合唱部 金賞

一般 11 生駒倶楽部 銅賞 中学校 15 和泉市立光明台中学校合唱部 銅賞

一般 12 Chante revaloir 出場辞退 中学校 16 大阪信愛学院中学校合唱部 Ange 銀賞

一般 13 コール・モリティー 銀賞 中学校 17 四天王寺中学校コーラス部Ｂ 銀賞

一般 14 Ensemble Vollmond 銀賞 中学校 18 関西創価中学校レオナルド合唱団Ａ 金賞

一般 15 メンド・ウィーズ 銀賞 中学校 19 守口市立樟風中学校コーラス部「pluie」 金賞

一般 16 男声合唱団えん 銅賞 中学校 20 岸和田市立桜台中学校合唱部 金賞

一般 17 貝掛混声合唱団 ぱすてる 銅賞 中学校 21 堺市立大浜中学校合唱部 銅賞

一般 18 stelplena 金賞 中学校 22 泉南市立一丘中学校 銅賞

一般 19 Sotto Voce 銀賞 中学校 23 岸和田市立北中学校音楽部 銅賞

一般 20 アンサンブルPiù 金賞※ 中学校 24 岸和田市立久米田中学校合唱部 銅賞

一般 21 女声アンサンブル　ブリランテ 銅賞 中学校 25 大阪市立阪南中学校合唱部Ａ 金賞

一般 22 アンサンブル・ティエラ 銅賞 中学校 26 和泉市立郷荘中学校合唱部 銅賞

一般 23 Neutrale 金賞 中学校 27 岸和田市立野村中学校合唱部 銀賞

一般 24 大阪成蹊学園コーラス部 あさひ 銅賞 中学校 28 四天王寺中学校コーラス部Ａ 金賞

一般 25 OHISAMA NOTE 金賞 中学校 29 大阪市立大淀中学校合唱部 銀賞

一般 26 かおん 金賞 中学校 30 清教学園中学校合唱部Ａ 金賞※

一般 27 貝掛混声合唱団 くれよん 金賞 一般部門・青少年の部

順 出演団体名 結果

青少年 1 Camphora Ventus 金賞

高校部門

順 出演団体名 結果

高校 1 大阪夕陽丘学園高等学校音楽部 金賞

高校 2 大阪成蹊女子高校コーラス部 TAMA 銀賞

高校 3 大阪府立岸和田高等学校合唱部 銀賞

高校 4 関西創価高校レオナルド合唱団Ａ 銀賞

高校 5 大阪府立生野高等学校音楽部 銅賞

高校 6 関西創価高校レオナルド合唱団Ｂ 金賞

高校 7 開明合唱部　碧天 銀賞

高校 8 東大谷高等学校コーラス部 銀賞

高校 9 大阪信愛学院高等学校合唱部　アンジェリカ 金賞

高校 10 清教学園高等学校合唱部Ｂ 金賞

高校 11 大阪成蹊女子高校コーラス部 Rose 銀賞

高校 12 大阪府立清水谷高等学校合唱部　Parfet 金賞

高校 13 大阪府立布施工科高等学校音楽部 銅賞

高校 14 大阪信愛学院高等学校合唱部　ブルーメンシュトラウス 金賞

高校 15 北野高校コーラス部 銅賞

高校 16 大阪府立佐野高等学校コーラス部 銅賞

高校 17 四天王寺高校コーラス部 金賞※

高校 18 大阪府立清水谷高等学校合唱部　Bluestars 金賞

高校 19 清教学園高等学校合唱部Ａ 金賞

高校 20 大阪信愛学院高等学校合唱部　Laulu 金賞

※…第13回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦団体


