
＜こども部門　一次審査合格者＞　（順不同）

申込テレビ局 住所 歌唱曲名

北海道テレビ 北海道 実山　隼人 かなしみよ　さよなら

北海道テレビ 北海道 中澤　百咲 牧野　歩央 みんなのハッピーバースデイ

北海道テレビ 北海道 中川　湊斗 お化けなんてないさ

北海道テレビ 北海道 村重　安珠 村重　瑛梨 カンガルーのポケット

北海道テレビ 北海道 渡邉　莉子 あくびするカミサマ

北海道テレビ 北海道 佐々木　日菜子 うさぎ野原のクリスマス

北海道テレビ 北海道 新家　彩愛 菊池　伶 保田　紗希 矢沢　仁菜 クラリネットをこわしちゃった

北海道テレビ 北海道 松本  茉之 とんでったバナナ

北海道テレビ 北海道 野又　克史 かぜよ　ふけふけ

北海道テレビ 北海道 竹内　詩 竹内　聖 ぶうぶうぶう

青森朝日放送 青森県 久保田　桃子 おつかいありさん

青森朝日放送 青森県 山本　幸奈 おはようクレヨン

岩手朝日テレビ 岩手県 坂本　杏奈 畠山　愛菜 東館　愛琴 アイスクリームの歌

岩手朝日テレビ 岩手県 豊田　将太郎 ウミ

東日本放送 宮城県 秋葉　千帆 ありがとうの花

東日本放送 宮城県 曽根　莉央奈 ドロップスのうた

東日本放送 宮城県 望月　瑛心 夕日

東日本放送 宮城県 千田　愛莉 徳永　紗來 いぬのおまわりさん

東日本放送 宮城県 一條　涼太 いぬのおまわりさん

東日本放送 宮城県 戸村　菜月 夕日

秋田朝日放送 秋田県 會田　蒼空 加賀谷　瑠奈 髙橋　大翔 唐津谷　栞南 かえるのうた

秋田朝日放送 秋田県 今津谷　陽夏 坂本　梨都 いぬのおまわりさん

秋田朝日放送 秋田県 金　咲花 嬉しい雛まつり

秋田朝日放送 秋田県 山田　恵摩 齊藤　虹心 どんぐりころころ

秋田朝日放送 秋田県 若松　麗菜 若松　結菜 あら　どこだ

山形テレビ 山形県 齋藤　大耀 にじ

山形テレビ 山形県 東海林　律希 まっかな秋

山形テレビ 山形県 長瀬　美緒 武田　彩渚 川元　真佑子 チューリップ

山形テレビ 山形県 小関　琉大 早坂　優之介 畑山　和羽 星野　柚妃 たのしいね

山形テレビ 山形県 荒木　暖和 矢尾板　孝仁 きらきらぼし

福島放送 福島県 大宮　彩和子 パレードホッホー

福島放送 福島県 橋本　莉奈 かなしみよ　さよなら

福島放送 福島県 花安　茉紀 花安　柚紀 森のくまさん

福島放送 福島県 山王　花音 おふろジャブジャブ

テレビ朝日 神奈川県 草郷　緑彩 誰かが星をみていた

テレビ朝日 山梨県 新海　寧々 ちいさなノック

テレビ朝日 東京都 宮島　瑠南 レッツゴーともだち

テレビ朝日 東京都 高橋　沙耶加 高橋　朋己 しりとりすきなもの

テレビ朝日 東京都 桑島　範行 ブカブカパジャマ

テレビ朝日 埼玉県 中野　楽々 鞠と殿さま

テレビ朝日 千葉県 前原　あねら 地球はみんなのものなんだ

テレビ朝日 東京都 本島　大夢 お医者様のロンド

テレビ朝日 神奈川県 鈴木　茉愛 ぶらんこ

テレビ朝日 東京都 山本　千晴 にじのむこうに

テレビ朝日 東京都 遠藤　咲良 トットトコ

テレビ朝日 東京都 田中　護 どんぐりころころ

テレビ朝日 東京都 小野　颯汰 夕日が背中を押してくる

テレビ朝日 東京都 五十嵐　陽菜 かぜよ　ふけふけ

テレビ朝日 東京都 村山　椛子 ふじ山

テレビ朝日 東京都 島田　沙季 春になったら

テレビ朝日 東京都 山本　梨々香 紅　葉

テレビ朝日 東京都 石橋　実都 かぜよ　ふけふけ

テレビ朝日 東京都 本定　煌梨 おつかいありさん

テレビ朝日 東京都 金子　エレナ 黒猫のタンゴ

テレビ朝日 東京都 中村　丈 かえるのふえ

テレビ朝日 神奈川県 大内　柚子貴 どうぶつえんのよる

テレビ朝日 東京都 鈴木　楽 ながぐつマーチ

新潟テレビ21 新潟県 渡邉　花観 渡邉　佳能 マーチング・マーチ

長野朝日放送 長野県 田口　娃璃 ドロップスのうた

氏名



＜こども部門　一次審査合格者＞　（順不同）

申込テレビ局 住所 歌唱曲名氏名

長野朝日放送 長野県 三浦　朱織 小さな世界

長野朝日放送 長野県 湯本　りこ 宮尾　喜恵 北村　祥恵 松本　玲来 アイスクリームの歌

静岡朝日テレビ 静岡県 細川　康生 きいている

静岡朝日テレビ 静岡県 内藤　和 地球はみんなのものなんだ

北陸朝日放送 石川県 林　優衣花 小堺　沙姫 竹原　羽咲 ありがとうの花

北陸朝日放送 福井県 岡倉　瑠奈 びわ

メ～テレ 石川県 余川　なゆか せんせいとおともだち

メ～テレ 愛知県 池尻　怜憲 山田　脩斗 山下　湊叶 古川　航大 エイエイオー

メ～テレ 岐阜県 木田　礼 赤いやねの家

メ～テレ 愛知県 向井　結衣子 きらきらぼし

メ～テレ 愛知県 飯田　ゆら きらきらぼし

メ～テレ 愛知県 芦原　拓真 フニクリフニクラ

メ～テレ 岐阜県 草野　大樹 Believe

メ～テレ 岐阜県 井上　凱 Believe

メ～テレ 岐阜県 小木曽　花衣 ドレミの歌

メ～テレ 愛知県 原田　煌生 オリバーのマーチ

メ～テレ 愛知県 谷川　瑛音 ぞうさん

メ～テレ 愛知県 山﨑　智代 ぼくのクレヨン

メ～テレ 愛知県 藪田　美怜 青い眼の人形

メ～テレ 岐阜県 早川　文人 鯉のぼり

朝日放送テレビ 奈良県 佐藤　碧海 鍵岡　咲希 山本　織弘 中本　里奈 しゃぼん玉

朝日放送テレビ 大阪府 鈴木　結斗 おすもうくまちゃん

朝日放送テレビ 兵庫県 田代　紗彩 カレンダーマーチ

朝日放送テレビ 滋賀県 川島　寧音 そらでえんそくしてみたい

朝日放送テレビ 兵庫県 舛井　美希 鯉のぼり

朝日放送テレビ 滋賀県 小槌　里乃 どうぶつえんのよる

朝日放送テレビ 大阪府 世古　桃詩 夕やけ

朝日放送テレビ 兵庫県 吉川　幸希 むぎわらぼうし

朝日放送テレビ 兵庫県 藤本　咲莉 おすもうくまちゃん

朝日放送テレビ 兵庫県 藤井　ロレア ふしぎ しりとりうた

朝日放送テレビ 大阪府 ハナフィサラ 茶摘

朝日放送テレビ 兵庫県 高田　優羽 みどり色だいすき

朝日放送テレビ 兵庫県 宮島　菫 おばあちゃんのひとつまみ

朝日放送テレビ 大阪府 能勢　剛嘉 ありがとうの花

朝日放送テレビ 兵庫県 藤田　恵輔 学校坂道

朝日放送テレビ 大阪府 菊田　歩夢 人間っていいな

朝日放送テレビ 兵庫県 難波　姫菜 難波　姫由 ドレミのうた

広島ホームテレビ 広島県 岡野　瑞樹 きんぎょのひるね

広島ホームテレビ 広島県 西村　奈桜 西村　季桃 串田　安美 上綱　みや美 天使の羽のマーチ

広島ホームテレビ 広島県 伊達　蒼夏 小鳥のうた

山口朝日放送 山口県 大野　瞳子 松原　楓 パンのマーチ

山口朝日放送 山口県 田良　結芽 広い空の下で

山口朝日放送 山口県 大友　紳之亮 ともだち賛歌

瀬戸内海放送 岡山県 高塚　千尋 花（滝廉太郎）

瀬戸内海放送 香川県 有田　啓眞 いぬのおまわりさん

瀬戸内海放送 徳島県 毛利　心馨 ツッピンとびうお

瀬戸内海放送 岡山県 矢原　すずな こゆび

瀬戸内海放送 香川県 ドゥアル　咲里 アヴィニョンの橋の上で

瀬戸内海放送 徳島県 朝田　椛 春よ来い

愛媛朝日テレビ 香川県 前谷　陸斗 ねむれないおおかみ

愛媛朝日テレビ 愛媛県 三好　航太 とけいのうた

愛媛朝日テレビ 香川県 岡澤　初奈 ちいさい秋みつけた

九州朝日放送 福岡県 菅野　絢瑞 浦田　晃嘉 財津　仁斗 吉木　瑠唯 手のひらを太陽に

九州朝日放送 福岡県 比嘉　一稀 故郷

九州朝日放送 福岡県 太田　勇輝 かぜよ　ふけふけ

九州朝日放送 福岡県 河合　美夕 かなしみよ　さよなら

九州朝日放送 福岡県 村田　佳穂 村田　彩恵 ドキドキドン！一年生

九州朝日放送 福岡県 原田　湊真 ちいさなキタキツネ

長崎文化放送 長崎県 白石　陸真 おかあさん



＜こども部門　一次審査合格者＞　（順不同）

申込テレビ局 住所 歌唱曲名氏名

長崎文化放送 長崎県 野口　一葉 野口　小乃葉 日本語のおけいこ

長崎文化放送 長崎県 林　史 おはなが　わらった

長崎文化放送 長崎県 林　貫太 カレーライスのうた

長崎文化放送 長崎県 林　にこ そらでえんそくしてみたい

長崎文化放送 長崎県 鶴﨑　未結 青い眼の人形

長崎文化放送 長崎県 宮本　明季 赤い鳥小鳥

長崎文化放送 長崎県 菊地　夏帆 ニャニュニョのてんきよほう

長崎文化放送 長崎県 江湖　ひかり 江湖　あかり 江湖　みのり もりのくまさん

長崎文化放送 長崎県 赤星　華子 手紙をだしたよおばあちゃん

長崎文化放送 長崎県 江湖　あかり びわ

長崎文化放送 長崎県 平野　郁花 おつかいありさん

熊本朝日放送 熊本県 中島　悠介 にじ

熊本朝日放送 熊本県 村本　琴音 ちきゅうのいっぽ

熊本朝日放送 熊本県 山本　恵子 榊原　柚希 故郷

大分朝日放送 大分県 あべ　まこ わたなべ　みずき わたなべ　まひろ 世界がひとつになるまで

大分朝日放送 大分県 やまさき　はるま おおた　りく もちなが　まい あそう　あいか 手のひらを太陽に

鹿児島放送 鹿児島県 黒木　素良 井上　結友 青山　はな 井料　優良 われは海の子

鹿児島放送 鹿児島県 吉岡　真心 久留　えりか 若松　ゆかり 熊之細　実咲 ゆかいに歩けば

琉球朝日放送 沖縄県 上原　梨愛 仲村渠　ひとみ 赤嶺　凛 とうま　シェル 茶摘

琉球朝日放送 沖縄県 仲桝　葉妃 とんび

琉球朝日放送 沖縄県 波照間　心呂 里の秋

琉球朝日放送 沖縄県 本村　結子 桑江　美苑 宮國　あいら 浅香　里帆 プパポ

琉球朝日放送 沖縄県 大城　織花 新垣　愛実 花城　美里 結城　蓮 赤蜻蛉

琉球朝日放送 沖縄県 山畑　奏奈 てぃんざぐぬ花

琉球朝日放送 沖縄県 平田　絆 虫のこえ

琉球朝日放送 沖縄県 内原　想菜 兼次　涼彩 仲間　愛花 いいことありそう

琉球朝日放送 沖縄県 真栄城　彩奈 手のひらを太陽に

琉球朝日放送 沖縄県 登川　蘭 ドキドキドン！一年生


