
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 髙田　眞太郎 かもつれっしゃのうた

北海道テレビ 北海道 木下　彩弥 コックのポルカ

北海道テレビ 北海道 実山　隼人 小島　和織 チキ・チキ・バン・バン

北海道テレビ 北海道 中川　湊斗 地球はみんなのものなんだ

北海道テレビ 北海道 西永　沙來 紅葉

北海道テレビ 北海道 菊池　伶 新家　彩愛 保田　紗希 友達になった日

青森朝日放送 青森県 仁木　優花 杉本　彩愛 大場　星々加 大上　かえで さびしいカシの木

青森朝日放送 青森県 久保田　桃子 そらでえんそくしてみたい

青森朝日放送 青森県 山崎　絢音 齊藤　華音 藤井　梨緒 田辺　詠丹 南部の歌によるふるさと幻想曲

岩手朝日テレビ 岩手県 大和　美琴 だれかが口笛ふいた

岩手朝日テレビ 岩手県 菊池　亜佑 大切なもの

東日本放送 宮城県 清原　佑斗 お化けなんてないさ

東日本放送 宮城県 関　結衣 きみのこえ

東日本放送 宮城県 髙橋　朋輝 にんげんっていいな

東日本放送 宮城県 大友　瑠菜 まっかな秋

東日本放送 宮城県 宮本　知美 線路はつづくよどこまでも

東日本放送 宮城県 菅原　琥千 誰もしらない

秋田朝日放送 秋田県 金　咲花 ありがとうの花

秋田朝日放送 秋田県 藤原　玲衣菜 お化けなんてないさ

秋田朝日放送 秋田県 佐藤　澪 どんぐりころころ

秋田朝日放送 秋田県 髙畑 恵実 ねむの木

秋田朝日放送 秋田県 岡部　凪紗 黄色い夏の　サンバ

山形テレビ 山形県 椎名　惣飛 こいのぼり

山形テレビ 山形県 和田　紬希 こいのぼり

山形テレビ 山形県 武石　陸生 翼をください

福島放送 福島県 佐久間　優凪 さんぽ

福島放送 宮城県 熊澤　璃梨花 ドキドキドン！一年生

福島放送 福島県 一条　絢叶 にじ

福島放送 福島県 吉開　義己 ふしぎなポケット

福島放送 福島県 桑原　悠真 子どもの世界

テレビ朝日 東京都 松茂良　空河 あおいそらにえをかこう

テレビ朝日 東京都 和田　結菜 福田　ひなた 田中　佑奈 ありがとうの花

テレビ朝日 東京都 佐藤　千暖 野浦　幸桜 うたえバンバン

テレビ朝日 東京都 田中　花菜 にじ

テレビ朝日 東京都 藤井　ゆう びっくりしちゃったの

テレビ朝日 東京都 澤田　花音 アイスクリームの歌

テレビ朝日 千葉県 清水　麻衣亜 清水　美亜 アイスクリームの歌

テレビ朝日 東京都 本保　佳音 おすもうくまちゃん

テレビ朝日 東京都 猪股　奏音 猪股　咲華 おとなマーチ

テレビ朝日 神奈川県 山口　晴歌 山口　心晴 おなかのへるうた

テレビ朝日 神奈川県 大内　柚子貴 おはなしもっと

テレビ朝日 栃木県 三浦　百葉 オブラディ・オブラダ

テレビ朝日 東京都 天野　由梨 お元気ミーちゃん

テレビ朝日 神奈川県 設楽　乃愛 かわいい魚屋さん

テレビ朝日 埼玉県 中野　楽々 たねまきちちんぷい

テレビ朝日 東京都 岡室　あお ドロップスのうた

テレビ朝日 東京都 呂　泰煥 李　裕史 全　成煥 どんぐりころころ

テレビ朝日 東京都 中村　丈 夏の思い出

テレビ朝日 東京都 藤澤　侑之 にじ

テレビ朝日 東京都 鄭　仁秀 パプリカ

テレビ朝日 東京都 松原　康之助 ぼくのミックスジュース

テレビ朝日 東京都 窪崎　舜 蛙の笛

テレビ朝日 東京都 落合　里彩 紅葉

テレビ朝日 茨城県 吉中　彩優奏 子鹿のバンビ

テレビ朝日 東京都 中村　芽衣沙 手のひらを太陽に
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テレビ朝日 東京都 山本　理加 秋の子

テレビ朝日 栃木県 新村　京介 小鳥のうた

テレビ朝日 東京都 喜多村　太郎 赤いやねの家

テレビ朝日 千葉県 吉澤　一華 赤ちゃんのお耳

テレビ朝日 東京都 染谷　益千子 大きなたいこ

テレビ朝日 山梨県 新海　寧々 大きな木は　いいな

新潟テレビ21 新潟県 立山　真衣 だれかが口笛ふいた

新潟テレビ21 新潟県 笠原　梨名 ちきゅうのいっぽ

長野朝日放送 長野県 北村　祥恵 湯本　りこ 赤蜻蛉

長野朝日放送 長野県 橋爪　夏穂 手のひらを太陽に

長野朝日放送 長野県 丸山　心陽 大きな古時計

静岡朝日テレビ 静岡県 佐藤　ひまり うたえてのひら

静岡朝日テレビ 静岡県 中川　実優 母里　陽菜 中川　紗羅 母里　陽果 せんせいとおともだち

静岡朝日テレビ 静岡県 松原　叶東 故郷

静岡朝日テレビ 静岡県 山田　舞 森の水車

静岡朝日テレビ 静岡県 古橋　美沙 猫になりたい

北陸朝日放送 石川県 中村　陽葵 うたえてのひら

北陸朝日放送 福井県 菅谷　篤紀 グリーン　グリーン

メ〜テレ 愛知県 樽谷　美花 Smile Again

メ〜テレ 愛知県 川畑　駿太 お猿のかごや

メ〜テレ 岐阜県 上野　湖子 そらでえんそくしてみたい

メ〜テレ 岐阜県 早川　文人 翼をください

メ〜テレ 愛知県 原田　和果 ほんとにきれい

メ〜テレ 岐阜県 田村　海遥 中尾　早南 平藪　京佳 村の鍛冶屋

メ〜テレ 岐阜県 日比野　柚俐亜 わらいかわせみに話すなよ

メ〜テレ 岐阜県 木村　ほのか 子どもの世界

メ〜テレ 岐阜県 小木曽　太洋 待ちぼうけ

メ〜テレ 愛知県 原田　煌生 六月

朝日放送テレビ 大阪府 菊田　歩夢 オリバーのマーチ

朝日放送テレビ 兵庫県 吉川　幸花 吉川　幸希 かなしみよ　さよなら

朝日放送テレビ 京都府 牧野　葵 かなしみよ　さよなら

朝日放送テレビ 兵庫県 藤田　恵輔 藤田　凌輔 かなしみよ　さよなら

朝日放送テレビ 兵庫県 神谷　侑里 かんぴょう

朝日放送テレビ 大阪府 安田　芽生 さんぽ

朝日放送テレビ 大阪府 西井　柚乃 シンデレラのスープ

朝日放送テレビ 兵庫県 足立　笑莉 にんげんっていいな

朝日放送テレビ 兵庫県 藤本　咲莉 はなのおくにのきしゃぽっぽ

朝日放送テレビ 兵庫県 兼田　若奈 ボク

朝日放送テレビ 兵庫県 原田　真凛 髙田　優羽 坂元　絢美 中田　ひよの ぼくのかみひこうき

朝日放送テレビ 大阪府 世古　琴詩 ぼくのミックスジュース

朝日放送テレビ 兵庫県 田中　沙耶良 ポスト

朝日放送テレビ 兵庫県 宮島　菫 兼田　若奈 雨はあしながおじさん

朝日放送テレビ 兵庫県 豊田　葉那 豊田　咲那 子鹿のバンビ

朝日放送テレビ 兵庫県 吉川　幸希 虫のこえ

朝日放送テレビ 兵庫県 舛井　美希 背くらべ

朝日放送テレビ 兵庫県 曺　璃安 旅愁

広島ホームテレビ 広島県 石丸　陸雄 お山の杉の子

広島ホームテレビ 広島県 藤原　帆乃香 かっこう

広島ホームテレビ 島根県 明石　ももこ げんこつやまのたぬきさん

広島ホームテレビ 広島県 森本　翔大 チューリップ

広島ホームテレビ 広島県 黒田　詩 どんぐりころころ

山口朝日放送 山口県 濱田　亜美 あしおと

山口朝日放送 山口県 長野　由侑 朧月夜

山口朝日放送 山口県 吉田　充希 吉田　初奈 かぜっこふゆっこさむがりっこ

山口朝日放送 山口県 伊藤　遼 かもつれっしゃ

山口朝日放送 山口県 江藤　晴香 どんぐりころころ

山口朝日放送 山口県 森本　晴音 にんげんっていいな

山口朝日放送 山口県 岩下　芽生 ゆきってながぐつすきだって

瀬戸内海放送 香川県 岡島　美由紀 おつかいありさん



瀬戸内海放送 香川県 萩原　純 朝ぎり

瀬戸内海放送 徳島県 朝田　詩 牧場の朝

瀬戸内海放送 香川県 大田　音色 大田　朝陽 黄色い夏の　サンバ

瀬戸内海放送 岡山県 小田垣　美羽 水あそび

愛媛朝日テレビ 高知県 鈴木　結子 かぜよ　ふけふけ

愛媛朝日テレビ 愛媛県 竹之下　優大 故郷

九州朝日放送 福岡県 富村　維音 こいぬのビンゴ

九州朝日放送 福岡県 太田　樹 こいのぼり

九州朝日放送 福岡県 村田　佳穂 こいのぼり

九州朝日放送 福岡県 高田　咲愛 ねむの木の子守歌

九州朝日放送 福岡県 甲斐　杏奈 ピアノだいすき

九州朝日放送 福岡県 太田　陽翔 マーチング・マーチ

九州朝日放送 福岡県 太田　勇輝 河はよんでる

九州朝日放送 福岡県 桑原　凛 世界中のこどもたちが

長崎文化放送 長崎県 江嶋　花音 赤ちゃんのお耳

長崎文化放送 長崎県 宮本　明季 サッちゃん

長崎文化放送 長崎県 平野　郁花 いぬのおまわりさん

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 川邉　和佳那 子鹿のバンビ

長崎文化放送 長崎県 江湖  あかり 子鹿のバンビ

長崎文化放送 長崎県 赤星　華子 雪をシャシュショ

長崎文化放送 長崎県 森田　響友 森田　響月 大きな古時計

長崎文化放送 長崎県 赤星　凛子 猫になりたい

熊本朝日放送 熊本県 山下　倖來 今日どこかで

熊本朝日放送 熊本県 橋本　泳悟 橋本　喜人 たんぽぽ

熊本朝日放送 熊本県 坂本　薫音 ドキドキドン！一年生

熊本朝日放送 熊本県 渡辺　笑璃 手のひらを太陽に

熊本朝日放送 熊本県 甲斐　くらら 手のひらを太陽に

大分朝日放送 大分県 ハッチ 空大路 赤鬼と青鬼のタンゴ

大分朝日放送 大分県 荒　凛杏來 西﨑　理希 砂山

大分朝日放送 大分県 吉良　一真 田中　友晴 とどけよう　このゆめを

大分朝日放送 大分県 久保田　美乃 まっかな秋

鹿児島放送 鹿児島県 川路　眞愛 殿園　美愛 ゆかいに歩けば

鹿児島放送 鹿児島県 山下　すみれ 一ねんせいになったら

鹿児島放送 鹿児島県 肥後　寅馬琉 赤蜻蛉

琉球朝日放送 沖縄県 譜久嶺　心春 澤木　律葵 上地　小葉音 金城　友菜 翼をください

琉球朝日放送 沖縄県 山畑　奏奈 翼をください

琉球朝日放送 沖縄県 新垣　愛実 大城　結愛 摩文仁　音羽 落合　怜 翼をください

琉球朝日放送 沖縄県 波照間　心杜 手のひらを太陽に

琉球朝日放送 沖縄県 神田　愛菜 金城　天彩 與那覇　端姫 はじめの一歩

琉球朝日放送 沖縄県 上原　かなさ 故郷


