
二次審査収録会

参加希望テレビ局
住所 歌唱曲名

北海道テレビ 北海道 吉本　美穂 高橋　明美 佐藤　知美 ねむの木の子もり歌

北海道テレビ 北海道 森田　唯 まっかな秋

北海道テレビ 北海道 笠原　丞 夕やけ

北海道テレビ 北海道 鈴木　亜衣 鈴木　裕也 夕方のおかあさん

岩手朝日テレビ 岩手県 及川　愛琉 ちきゅうのいっぽ

東日本放送 宮城県 成澤　歩実 ちいさい秋みつけた

東日本放送 宮城県 武田　夏子 大きな樹の下が　すき

秋田朝日放送 秋田県 菅原　里紗 とんぼの中にぼくがいる

秋田朝日放送 秋田県 澤田　心葉音 月の沙漠

山形テレビ 山形県 西村　仁美 青木　昭子 塚本　万紀子 赤蜻蛉

山形テレビ 山形県 松林　紗希 かなしみよ　さよなら

山形テレビ 山形県 新宮　愛梨 仔犬におくる　ママのララバイ

テレビ朝日 東京都 加藤　勇城 ありがとうの花

テレビ朝日 東京都 古瀬　裕貴 いま生きるこどもマーチ

テレビ朝日 栃木県 池澤　望 朧月夜

テレビ朝日 東京都 本島　可夢 おやすみなさい

テレビ朝日 東京都 近藤　匠真 薄葉　周子 翼をください

テレビ朝日 東京都 吉谷　典子 どうぶつえんのよる

テレビ朝日 神奈川県 小野澤　優芽 ドロップスのうた

テレビ朝日 東京都 小坂　啓子 宮武　弘子 花

テレビ朝日 東京都 小林　未来 植村　千晶 浜辺の歌

テレビ朝日 東京都 松本　千咲 故郷

テレビ朝日 東京都 安田　夏来 黄色い夏の　サンバ

テレビ朝日 千葉県 郡司　春彦 夏の日

テレビ朝日 東京都 草野　七海 七つの子

テレビ朝日 東京都 平良　圭佑 手のひらを太陽に

テレビ朝日 神奈川県 富田　帆香 夕焼空

テレビ朝日 神奈川県 中原　櫻乃 夕焼空

テレビ朝日 東京都 野村　隆宏 揺籃のうた

テレビ朝日 神奈川県 本田　竣汰朗 朧月夜

テレビ朝日 埼玉県 根岸　優至 朧月夜

新潟テレビ21 新潟県 金子　香代子 ピオーネ

新潟テレビ21 新潟県 吉野　登志也 里の秋

長野朝日放送 長野県 田中　俊哉 とんび

長野朝日放送 長野県 赤羽　夏美 ホ！ホ！ホ！

静岡朝日テレビ 静岡県 中村　莉子 ねむの木の子守歌

静岡朝日テレビ 静岡県 内藤　和 まっかな秋

北陸朝日放送 石川県 久保　典子 朧月夜

メ〜テレ 愛知県 大橋　咲奈 あめふりくまのこ

メ〜テレ 愛知県 阪野　桃子 かあさんのえくぼ

メ〜テレ 愛知県 鬼頭　由佳 森川　実結 かなしみよ　さよなら

メ〜テレ 岐阜県 西尾　諭子 ひとりじゃないからの子守唄

メ〜テレ 愛知県 木口　之文 石川　勝雄 村松　保典 浅岡　伸夫 故郷

メ〜テレ 岐阜県 早川　実花 雪の窓辺で

メ〜テレ 愛知県 大野　純 夕焼空

朝日放送テレビ 兵庫県 信田　亜美 いつでもあの海は

朝日放送テレビ 兵庫県 増井　優花 おお牧場はみどり

朝日放送テレビ 兵庫県 河田　珠衣 お姉さんの香り

朝日放送テレビ 兵庫県 今中　健太 しゃぼん玉

朝日放送テレビ 大阪府 末正　志穂 末正　美穂 たね

朝日放送テレビ 奈良県 八島　侑梨 ちいさいかわのうた

朝日放送テレビ 大阪府 世古　桃詩 篠嵜　ほのか ちきゅうのいっぽ

朝日放送テレビ 兵庫県 森　桜子 ホ！ホ！ホ！

朝日放送テレビ 兵庫県 信田　早紀 信田　貴美 揺籃のうた
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朝日放送テレビ 大阪府 吉澤　舞友名 揺籃のうた

朝日放送テレビ 兵庫県 田中　美也子 地球の音

朝日放送テレビ 兵庫県 西田　百杏 牧場の朝

朝日放送テレビ 兵庫県 塚本　恵那 夕方のおかあさん

広島ホームテレビ 島根県 明石　宏美 ちきゅうのいっぽ

山口朝日放送 山口県 右近　元希 荒城の月

山口朝日放送 福岡県 永冨　淑子 地球の音

瀬戸内海放送 岡山県 石丸　明日美 夕日が背中を押してくる

瀬戸内海放送 鳥取県 平緒　佐和 へのへのもへじやーい

瀬戸内海放送 徳島県 毛利　心馨 誰かが星をみていた

愛媛朝日テレビ 愛媛県 髙須賀　恵 嬉しい雛まつり

愛媛朝日テレビ 愛媛県 谷若　聖子 谷若　敏子 朧月夜

愛媛朝日テレビ 愛媛県 渡部　綾子 渡部　徳子 野にさく花のように

九州朝日放送 福岡県 河合　美夕 夕焼空

九州朝日放送 福岡県 日高　奏楽 里の秋

長崎文化放送 長崎県 高田　由美 おはなしもっと

長崎文化放送 長崎県 清水　敬子 平山　かをる 樽井　伸子 大塚　和子 チョコレートボンボンのうた

長崎文化放送 長崎県 大塚　一紀 てるてる坊主

長崎文化放送 長崎県 浜崎　緒佐美 内野　さとみ ニャニュニョのてんきよほう

長崎文化放送 長崎県 友重　涼子 吉房　千秋 𠮷見　真美 三橋　静乃 ハリハリのイガイガのサボテン

熊本朝日放送 熊本県 坂本　奈里紗 おかあさん！

熊本朝日放送 熊本県 今田　結稀 おやすみなさい

熊本朝日放送 熊本県 白石　季里 そらでえんそくしてみたい

熊本朝日放送 熊本県 山口　玲奈 山がすき　海がすき

熊本朝日放送 熊本県 平尾　恵理 春の小川

熊本朝日放送 熊本県 吉田　萌 野にさく花のように

大分朝日放送 大分県 荒　凛音 ありがとうの花

大分朝日放送 大分県 瀧山　幹彦 荒城の月

鹿児島放送 鹿児島県 道田　愛凛 村上　礼奈 うたえバンバン

鹿児島放送 鹿児島県 道添　佐都美 高原　千枝 誰かが星をみていた

琉球朝日放送 沖縄県 砂川　のん 仲宗根　奈津子 歌よありがとう

琉球朝日放送 沖縄県 田村　萌 かやの木山の

琉球朝日放送 沖縄県 糸数　剛 新城　安哲 屋良　博之 ぞうさん

琉球朝日放送 沖縄県 関根　こゆき 関根　さゆき 関根　みゆき 故郷

琉球朝日放送 沖縄県 山城　史子 ホ！ホ！ホ！


