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【【【【第第第第１１１１部部部部】】】】    

☆☆☆☆    開会式開会式開会式開会式「「「「開会開会開会開会のののの言葉言葉言葉言葉」」」」    合唱コンクール委員長  吉澤 愛佳 

☆☆☆☆    校歌斉唱校歌斉唱校歌斉唱校歌斉唱    指揮者 相川 くるみ 伴奏者 百川 奈々 

    

 

 

１１１１．．．．１１１１年年年年 AAAA 組組組組『『『『プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント』』』』    作詞 Saori  指揮者 山田 結衣 

    作曲 Nakajin 伴奏者 渡邊 かりん 

２２２２．．．．１１１１年年年年１１１１組組組組『『『『手紙手紙手紙手紙』』』』    作詞 アンジェラ アキ 指揮者 齋藤 雪乃 

    作曲 アンジェラ アキ 伴奏者 原田 美咲 

３３３３．．．．１１１１年年年年 B B B B 組組組組『『『『YELLYELLYELLYELL』』』』    作詞 水野 良樹 指揮者 上林 美早紀 

    作曲 水野 良樹 伴奏者 武藤 七海 

４４４４．．．．１１１１年年年年２２２２組組組組『『『『ふるさとふるさとふるさとふるさと』』』』    作詞 小山 薫堂 指揮者 西木 杏樹 

    作曲 youth case 伴奏者 碓井 真由美 

５５５５．．．．２２２２年年年年３３３３組組組組『『『『証証証証』』』』    作詞 山村 隆太 指揮者 桐山 華帆 

    作曲 阪井 一生 伴奏者 黒沼 凛香 

６６６６．．．．２２２２年年年年 A A A A 組組組組『『『『言葉言葉言葉言葉にすればにすればにすればにすれば』』』』    作詞 安岡 優 指揮者 菊地 茉布子 

    作曲 安岡優・松下耕 伴奏者 児玉 聖奈 

７７７７．．．．２２２２年年年年 2222 組組組組『『『『友友友友～～～～旅立旅立旅立旅立ちのちのちのちの時時時時～～～～』』』』    作詞 北川 悠仁 指揮者 山本 桃子 

    作曲 北川 悠仁 伴奏者 大﨑 優佳 

８８８８．．．．２２２２年年年年１１１１組組組組『『『『未来未来未来未来へへへへ』』』』    作詞 谷川 俊太郎 指揮者 山田 優稀 

    作曲 信長 貴富 伴奏者 永田 駒季 

９９９９．．．．２２２２年年年年 BBBB 組組組組『『『『はじまりはじまりはじまりはじまり』』』』    作詞 工藤 直子 指揮者 南 由紀 

    作曲 木下 牧子 伴奏者 橋本 桜 

    

    

 

    

    

    



【【【【第第第第２２２２部部部部】】】】    

◎◎◎◎    中中中中３３３３課題曲課題曲課題曲課題曲『『『『青青青青いいいい鳥鳥鳥鳥』』』』    作詞 安岡 優  作曲 北山 陽一 

１１１１００００．．．．３３３３年年年年 AAAA 組組組組    

◎◎◎◎課題曲課題曲課題曲課題曲    

    

指揮者 二木 理沙子 

 

伴奏者 石田 菜々子 

『『『『Joyful Joyful Joyful Joyful JoyfulJoyfulJoyfulJoyful』』』』        作詞 不詳（讃美歌） 指揮者 二木 理沙子 

        編曲 Mervyn Warren  伴奏者 井出 絵梨香 

１１１１１１１１．．．．３３３３年年年年２２２２組組組組    

◎◎◎◎課題曲課題曲課題曲課題曲    

    

    指揮者 裏野 彩華 

 

伴奏者 大庭 菜月 

『『『『Under the SeaUnder the SeaUnder the SeaUnder the Sea』』』』    作詞 H. Ashman 指揮者 黒田杏弥・権知奈 

        作曲 A. Menken  伴奏者 大庭 菜月 

１１１１２２２２．．．．３３３３年年年年１１１１組組組組    

◎◎◎◎課題曲課題曲課題曲課題曲    

    

    指揮者 安生 絵美莉 

 

伴奏者 加藤 綾子 

『『『『WeWeWeWe’’’’re All In Tre All In Tre All In Tre All In This Togetherhis Togetherhis Togetherhis Together』』』』    指揮者 王 馨 

        

作詞  Matthew Gerrard 

作曲   Robbie Nevil 伴奏者 加藤 綾子 

１３１３１３１３．．．．３３３３年年年年 BBBB 組組組組    

◎◎◎◎課題曲課題曲課題曲課題曲        指揮者 並木 彩江子 

 

伴奏者 藤田 彩乃 

『『『『DEFYING DEFYING DEFYING DEFYING GRAVITYGRAVITYGRAVITYGRAVITY』』』』    作詞 Stephen Schwartz 指揮者 久保寺 杏菜 

        作曲 Stephen Schwartz 伴奏者 宮川 紗矢香 

１４１４１４１４．．．．３３３３年年年年３３３３組組組組    

◎◎◎◎課題曲課題曲課題曲課題曲    

    

    指揮者 福家 穂乃佳 

 

伴奏者 坪田 結季 

『『『『 I Dreamed A  I Dreamed A  I Dreamed A  I Dreamed A DreamDreamDreamDream』』』』    作詞 Alain Bovblil 

      Herbert Kretzmer 

      Jean Marc Notel 

指揮者 福家 穂乃佳 

伴奏者 須田 遥 

        作曲 Claude Michel Shönberg 

～～～～審査集計中審査集計中審査集計中審査集計中～～～～    

☆☆☆☆    混声混声混声混声合唱部合唱部合唱部合唱部によるによるによるによる演奏演奏演奏演奏    

『『『『ひびきのなかにひびきのなかにひびきのなかにひびきのなかに住住住住むむむむ薔薇薔薇薔薇薔薇よよよよ』』』』            指揮者 北坂 麻美 

『『『『RPRPRPRPGGGG』』』』               伴奏者 岩井 智宏    

    

☆☆☆☆    結果発表結果発表結果発表結果発表・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式    

☆☆☆☆    閉会式閉会式閉会式閉会式「「「「閉会閉会閉会閉会のののの言葉言葉言葉言葉」」」」 ・・・・ 合唱コンクール副委員長  丹野 美夢 


