
二次審査収録会
参加希望テレビ局 歌唱曲名
北海道テレビ 板垣 結衣 おやすみなさい
北海道テレビ 松永 南春 かぜよ ふけふけ
北海道テレビ 森田 唯 この道
北海道テレビ 和田 悠里 玉越 明日花 そらでえんそくしてみたい
青森朝日放送 奥平 純代 ひゃっころりん
岩手朝日テレビ 鈴木 琉生 佐々木 希良 吉田 愛由奈 いのちの歌
東日本放送 井崎 英里 手のひらを太陽に
東日本放送 遠藤 揚子 つばさをください
東日本放送 佐藤 鈴佳 揺籃のうた
東日本放送 鈴木 貴等 あおいそらのうた
東日本放送 遊佐 澪羅 こいのぼり
秋田朝日放送 澤田 心葉音 夕焼空
秋田朝日放送 菅原 里紗 ちいさいかわのうた
山形テレビ 片桐 孝子 雪の窓辺で
山形テレビ 橋本 めぐり 橋本 いずみ はんぶんかけたお月さま
福島放送 遠藤 泉 草野 未有 花
テレビ朝日 愛甲 美加 世界中の子どもたちが
テレビ朝日 今田 舞 夕やけ
テレビ朝日 上杉 璃乃 アイスクリームの歌
テレビ朝日 梅村 佳代 まっかな秋
テレビ朝日 長田 紅 ちいさい秋みつけた
テレビ朝日 加藤 伊吹 世界中の子どもたちが
テレビ朝日 花音 美燈 廣岡 真帆 志村 佳樹 多々井 舞弓 村祭り
テレビ朝日 木下 萌々香 そうだったらいいのにな
テレビ朝日 小林 未来 植村 千晶 植村 千裕 手のひらを太陽に
テレビ朝日 小山 優奈 ドロップスのうた
テレビ朝日 近藤 匠真 早春賦
テレビ朝日 櫻井 由美子 さびしいカシの木
テレビ朝日 佐々木 彌 荒城の月
テレビ朝日 佐藤 舞祐 そらでえんそくしてみたい
テレビ朝日 佐野 桃子 心の中のオルゴール
テレビ朝日 瀧浦 萌 小鹿のバンビ
テレビ朝日 竹下 文代 とんがり帽子
テレビ朝日 中島 法香 横山 晴子 小林 幸基 大切なもの
テレビ朝日 中原 櫻乃 夕焼空
テレビ朝日 西村 幸音 ありがとうの花
テレビ朝日 長谷川 華子 故郷
テレビ朝日 林田 琴美 ブーツをはいた象さん
テレビ朝日 廣田 美和 砂山
テレビ朝日 藤原 里江子 さくら
テレビ朝日 古瀬 裕貴 すずむしのうた
テレビ朝日 村尾 寧音 この道
テレビ朝日 茂木 美竹 茂木 風歌 おかあさん！
新潟テレビ21 成田 奈々子 手のひらを太陽に
長野朝日放送 田中 俊哉 村祭り
長野朝日放送 吉澤 真穂 ハトどけい
静岡朝日テレビ 岡田 彩良 梁 世姫 にじ
静岡朝日テレビ 塩澤 ひとみ 夕焼空
静岡朝日テレビ 戸塚 健太郎 宝島
静岡朝日テレビ 内藤 和 おやすみなさい
静岡朝日放送 長島 里奈 故郷
静岡朝日テレビ 松井 茉未 夕方のおかあさん
北陸朝日放送 小林 奈菜 池澤 美来 西川 杏 三上 真奈 まっかな秋
北陸朝日放送 新平 衣里 夕方のおかあさん
北陸朝日放送 三池 多津子 さびしいカシの木
メ～テレ 内山 千咲 内山 航 赤とんぼ
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メ～テレ 大野 詩乃 からたちの花
メ～テレ 小野 凪紗 間部 京香 朧月夜
メ～テレ 屬 真由美 屬 成子 おかあさん
メ～テレ 鈴木 真哉 おやすみなさい
メ～テレ 阪野 桃子 大きな木は いいな
メ～テレ 安永 ゆかり 丹羽 幸 七つの子
メ～テレ 山西 菜音 志賀 和愛 入江 十和歌 あわて床屋
メ～テレ 渡邉 佳織 ぼくのかみひこうき
朝日放送テレビ 今中 健太 ちきゅうのいっぽ
朝日放送テレビ 尾縄 咲月 網代　亜樹 紅葉
朝日放送テレビ 久保 貴子 おほしさまのせなか
朝日放送テレビ 新谷 一馬 赤いやねの家
朝日放送テレビ 坪倉 賢仁 やわらかいえんぴつが好きなんだ
朝日放送テレビ 得丸 黎大 カメレオンのなやみ
朝日放送テレビ 野口 歩 早春賦
朝日放送テレビ 早瀬戸 凜 島野 瞳 浜辺の歌
朝日放送テレビ 藤原 舞憂子 十倉 明日香 里の秋
朝日放送テレビ 村尾 歴音 僕がうたう秋の歌
広島ホームテレビ 坂本 てまり ゆきのてんし
山口朝日放送 大倉 光琉 花
山口朝日放送 木田 渚 難波 美羽 山影 麻耶 大切なもの
山口朝日放送 田良 結芽 田良 佐知子 旅立ちの日に
瀬戸内海放送 石橋 元嗣 矢鳴 晴美 山がすき 海がすき
瀬戸内海放送 一柳 陽乃 松永 ひなた 赤とんぼ
瀬戸内海放送 平緒 佐和 地球の病気
瀬戸内海放送 森本 友里 かなしみよ さよなら
愛媛朝日テレビ 塚本 愛 雪の窓辺で
九州朝日放送 高橋 真之 待ちぼうけ
長崎文化放送 内野 隆昭 内野 さとみ かしの木おじさんの うた
長崎文化放送 大久保 元気 水本 翠莉 長島 千乃 やぁ こんにちは
長崎文化放送 信田 茉夕 故郷
長崎文化放送 田口 莉麻 村川 花菜 池田 千昭 大森 小百里 にじ
長崎文化放送 平山 かをる 清水 敬子 樽井 伸子 手のひらを太陽に
熊本朝日放送 三宮 凜 三宮 蘭 赤いやねの家
熊本朝日放送 蓑田 実花 ドロップスのうた
大分朝日放送 上田 けい Katie Pask Tomek Ziemba ひょっこりひょうたん島
大分朝日放送 田中 永真 ねむの木の子守歌
大分朝日放送 塚田 駿哉 箱根八里
大分朝日放送 本郷 純司 北風小僧の寒太郎
鹿児島放送 鎌倉 百音 お化けなんてないさ
鹿児島放送 白石 渚沙 福留 真心 仁禮 日南子 曽山 鈴夏 にじ
琉球朝日放送 糸数 剛 赤とんぼ
琉球朝日放送 西冨 紳 待ちぼうけ
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