
中学校部門　混声合唱の部

順位 辻 相澤 石若 里井 清水 なかにし 向井 総合順位 賞

1 福崎西 福崎西 福崎西 福崎西 西宮大社 福崎西 福崎西 福崎西 金 全国

2 日野 西宮大社 西宮大社 西宮大社 福崎西 西宮大社 西宮大社 西宮大社 銀

3 西宮大社 日野 光明台 日野 日野 光明台 光明台 日野 銅

4 光明台 光明台 日野 光明台 光明台 日野 日野 光明台 銅

中学校部門　同声合唱の部

順位 辻 相澤 石若 里井 清水 なかにし 向井 総合順位 賞

1 武庫川中 日進 武庫川中 武庫川中 武庫川中 文の里 武庫川中 武庫川中 金 全国

2 甲南女 武庫川中 文の里 日進 文の里 日進 日進 文の里 金 全国

3 大阪都島 文の里 日進 浜寺南 日進 神戸鷹匠 神大前期 日進 金

4 文の里 大阪都島 神大前期 神大前期 神大前期 武庫川中 大阪都島 神大前期 金

5 日進 神大前期 神戸鷹匠 高野台 浜寺南 神大前期 神戸鷹匠 神戸鷹匠 銀

6 聖母 甲南女 香芝東 香芝東 姫路広嶺 大阪都島 浜寺南 大阪都島 銀

7 香芝東 姫路広嶺 浜寺南 甲南女 田辺東陽 香芝北 広陵 浜寺南 銀

8 田辺東陽 田辺東陽 大阪都島 神戸鷹匠 香芝東 姫路広嶺 甲南女 甲南女 銀

9 神大前期 浜寺南 聖母 文の里 神戸鷹匠 甲南女 文の里 香芝東 銀

10 神戸鷹匠 西京極 高野台 大阪都島 西京極 香芝東 西京極 姫路広嶺 銀

11 西京極 香芝北 田辺東陽 聖母 聖母 高野台 香芝東 聖母 銀

12 姫路広嶺 聖母 甲南女 田辺東陽 大阪都島 広陵 香芝北 田辺東陽 銀

13 浜寺南 広陵 広陵 姫路広嶺 甲南女 田辺東陽 姫路広嶺 西京極 銅

14 香芝北 香芝東 香芝北 香芝北 広陵 浜寺南 聖母 香芝北 銅

15 広陵 神戸鷹匠 姫路広嶺 広陵 高野台 西京極 田辺東陽 広陵 銅

16 高野台 高野台 西京極 西京極 香芝北 聖母 高野台 高野台 銅

高等学校部門　Aグループ

順位 辻 相澤 石若 里井 清水 なかにし 向井 総合順位 賞

1 親和 京都女子 和歌桐蔭 奈良畝傍 奈良畝傍 清教 清教 奈良畝傍 金 全国・理事長

2 清教 和歌桐蔭 奈良畝傍 清教 親和 奈良畝傍 奈良畝傍 清教 金

3 神大後期 奈良畝傍 神大後期 京都女子 京都女子 和歌桐蔭 京都女子 京都女子 金

4 奈良畝傍 神大後期 甲南女 神大後期 神大後期 京都女子 親和 和歌桐蔭 金

5 京都女子 清教 京都女子 和歌桐蔭 清教 奈良高田 八鹿 神大後期 銀

6 奈良高田 親和 八鹿 奈良高田 奈良高田 神大後期 奈良高田 親和 銀

7 和歌桐蔭 甲南女 清教 甲南女 八鹿 親和 神大後期 奈良高田 銀

8 甲南女 奈良高田 聖母 八鹿 和歌桐蔭 甲南女 和歌桐蔭 甲南女 銅

9 八鹿 聖母 奈良高田 親和 聖母 八鹿 甲南女 八鹿 銅

10 聖母 八鹿 親和 聖母 甲南女 聖母 聖母 聖母 銅

高等学校部門　Bグループ

順位 辻 相澤 石若 里井 清水 なかにし 向井 総合順位 賞

1 神戸 西城陽 武庫川 武庫川 武庫川 神戸 武庫川 武庫川 金 全国

2 武庫川 四天王寺 田辺中高 神戸 神戸 武庫川 神戸 神戸 金 全国

3 西城陽 神戸 神戸 田辺中高 田辺中高 大阪成蹊 四天王寺 田辺中高 金

4 四天王寺 大阪成蹊 西城陽 四天王寺 兵庫長田 四天王寺 田辺中高 西城陽 金

5 兵庫長田 武庫川 四天王寺 兵庫長田 西城陽 兵庫長田 西城陽 四天王寺 金

6 大阪成蹊 兵庫長田 大阪成蹊 西城陽 四天王寺 西城陽 大阪成蹊 大阪成蹊 銀

7 田辺中高 田辺中高 兵庫長田 大阪成蹊 大阪成蹊 田辺中高 兵庫長田 兵庫長田 銀
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