
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 グレイグ 楼奈 コックのポルカ
北海道テレビ 性藤 虎之介 とんでったバナナ
北海道テレビ 高田 眞太郎 かもつれっしゃのうた
北海道テレビ 對馬 凛花 ばすごっこ
北海道テレビ 野村 麻結 かなしみよ さよなら
北海道テレビ 村重 叶望 おはなしもっと
青森朝日放送 久保田 桃子 おひさま いっぱい
岩手朝日テレビ 石原 菊太郎 手のひらを太陽に
東日本放送 大田 寛人 大きな古時計
東日本放送 佐藤 瑛太 冬景色
東日本放送 菅原 琥千 日本語のおけいこ
秋田朝日放送 加藤 舞衣 ニャニュニョのてんきよほう
秋田朝日放送 藤澤 真央 黄色い夏の サンバ
福島放送 佐藤 花奏 ニャニュニョのてんきよほう
福島放送 新村 京介 ウルトラマンの歌
テレビ朝日 浅野 真佑 浅野 心佑 あの青い空のように
テレビ朝日 天野 由梨 小さなカレンダー
テレビ朝日 植木 壱太 つりかわさん
テレビ朝日 喜多村 太郎 どうぶつえんのよる
テレビ朝日 窪崎 栞 窪崎 舜 紅葉
テレビ朝日 桑原 愛佳 桑原 広佳 小さな世界
テレビ朝日 小泉 伊生 すてきな友達
テレビ朝日 設楽 乃愛 わらいかわせみに話すなよ
テレビ朝日 清水 咲里 おつかいありさん
テレビ朝日 新海 寧々 手紙をだしたよおばあちゃん
テレビ朝日 立花 莉愛 赤いやねの家
テレビ朝日 全 成慶 金 賢晋 李 輝水 河 侑臣 にじ
テレビ朝日 内藤 朝 ありがとうの花
テレビ朝日 中館 翔一 小さな木の実
テレビ朝日 野田 朱莉 とけいのうた
テレビ朝日 晴山 叶力 クラリネットをこわしちゃった
テレビ朝日 吉澤 一華 そらに てんてん おほしさま
新潟テレビ21 笠原 梨名 ちきゅうのいっぽ
静岡朝日テレビ 神谷 美湖 かえるの 合唱
静岡朝日テレビ 佐藤 ひまり オブラディ・オブラダ
静岡朝日テレビ 野田 航世 いぬのおまわりさん
静岡朝日テレビ 山田 舞 フニクリ・フニクラ
北陸朝日放送 瀬戸 心愛 ふじ山
メ～テレ 蘭 仁衣奈 冬の歌
メ～テレ 大久保 杏夏 そらは パンやさん
メ～テレ 田村 海遥 赤いやねの家
メ～テレ 樽谷 美花 樽谷 咲華 Smile Again
メ～テレ 東山 実央 ながぐつマーチ
メ～テレ 三浦 理愛 だれかが口笛ふいた
朝日放送テレビ 伊藤 櫻 伊藤 葵 がっこうのかいだん
朝日放送テレビ 向田 紗瑛 浦岡 美麗 勝井 仁菜 向田 和花 かなしみよ さよなら
朝日放送テレビ 高岡 美琴 かわいいかくれんぼ
朝日放送テレビ 田中 彩良 田中 沙耶良 手紙をだしたよおばあちゃん
朝日放送テレビ 豊田 葉那 豊田 咲那 七つの子
朝日放送テレビ 藤田 凌輔 学校坂道
朝日放送テレビ 薮 心結 おつかいありさん
広島ホームテレビ 瓜生 華 世界中の子どもたちが
広島ホームテレビ 北原 歩 朧月夜
山口朝日放送 青木 文香 ちいさなノック
山口朝日放送 江藤 晴香 ニャニュニョのてんきよほう
山口朝日放送 長崎 健心 コイノボリ
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山口朝日放送 長野 由侑 里の秋
山口朝日放送 吉田 充希 ペンギンが ぺん！
瀬戸内海放送 岡島 菜々子 朝ぎり
瀬戸内海放送 真鍋 綾花 鯉のぼり
瀬戸内海放送 南 葵葉 七つの子
愛媛朝日テレビ 竹之下 優大 みかんの花咲く丘
九州朝日放送 太田 樹 たなばたさま
九州朝日放送 川本 貫太 にじ
九州朝日放送 村方 乃々佳 いぬのおまわりさん
長崎文化放送 赤星 華子 ちいさなノック
長崎文化放送 江湖 あかり みかんの花咲く丘
長崎文化放送 杉野 なな花 才津 仁弘 クラリネットをこわしちゃった
長崎文化放送 杉野 なな花 古川 紘光 おお牧場はみどり
長崎文化放送 鶴崎 未結 へのへのもへじやーい
長崎文化放送 平野 郁花 みかんの花咲く丘
大分朝日放送 田中 友晴 吉良 一真 しあわせになあれ
鹿児島放送 上妻 花 上妻 萌 上妻 茅 夕焼小焼
鹿児島放送 作道 里奈 西村 真依 二宮 泉月 真方 愛子 世界中の子どもたちが
琉球朝日放送 大城 祈 嘉手納 優香 ゆかいに歩けば
琉球朝日放送 スレイター 恵真 ドキドキドン！一年生
琉球朝日放送 波照間 心杜 世界中の子どもたちが
琉球朝日放送 毛呂 朱音 イカイカイルカ
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