
歌唱曲名 都道府県

青木 朝陽 ちきゅうのいっぽ 熊本県

青木 愛花 とんぼの中にぼくがいる 兵庫県

浅野 実侑 浅野 峻吾 溝口 千恵 髙橋 遥香 アイスクリームの歌 東京都

阿部 里音 ねむの木の子守歌 大分県

石井 久子 せっけんさん 熊本県

伊勢 智大 君をのせて 宮城県

板垣 結衣 ねむの木の子守歌 北海道

今井 寧彩 いのちの歌 愛知県

今中 健太 めだかの学校 兵庫県

植村 千晶 小林 未来 僕がうたう秋のうた 東京都

大倉 光琉 荒城の月 山口県

大空 瑞穂 かやの木山の 愛媛県

岡田 彩希 世界中の子どもたちが 東京都

岡野 璃奈 ねむの木の子守歌 東京都

長田 紅 いのちの歌 山梨県

笠原 丞 かやの木山の 青森県

茅野 雅利乃 江口 哉美 竹田 奈央 水口 彩 ありがとうの花 鹿児島県

木田 渚 難波 美羽 大切なもの 山口県

久保 貴子 お姉さんの香り 兵庫県

小林 幸基 荒城の月 栃木県

小松 美優 胡桃 青森県

近藤 那々美 地球はみんなのものなんだ 東京都

堺 瑞稀 堺 佳代子 田原 桂子 故郷 福岡県

櫻井 由美子 早春賦 千葉県

佐藤 蒼真 礒部 里沙 荒城の月 山口県

佐藤 舞祐 お姉さんの香り 埼玉県

佐野 桃子 きんもくせい 埼玉県

澤野 桜子 待ちぼうけ 北海道

菅原 里紗 いのちの歌 秋田県

鈴木 あゆこ ちきゅうのいっぽ 大阪府

鈴木 真哉 おやすみなさい 愛知県

世古 桃詩 ハトどけい 大阪府

高島 千香 サッちゃん 山梨県

高橋 かれん 冬景色 埼玉県

田中 美佳 夕方のおかあさん 神奈川県

樽谷 咲華 小野 凪紗 間部 京香 Believe 静岡県

茶谷 レイ子 あわて床屋 愛知県

塚本 愛 シンデレラのスープ 愛媛県

土川 由莉子 この道 神奈川県

十朱 ひまり 心の中のオルゴール 東京都

中島 健太 あの青い空のように 神奈川県

中館 翔一 赤蜻蛉 東京都

中務 和代 佐藤 由美 青木 裕子 ぼくらの町は川っぷち 岡山県

根岸 優至 荒城の月 埼玉県

根津 嘉徳 箱根八里 群馬県

野々川 スミ子 十五夜お月さん 北海道

野々山 日泉 どうぶつえんのよる 愛知県

信田 貴美 信田 正彦 つばさをください 兵庫県

橋本 佐都美 高原 千枝 いのちの歌 鹿児島県

濱川 凛音 荒城の月 鹿児島県

阪野 仁美 たねまきちちんぷい 愛知県

阪野 桃子 夕方のおかあさん 愛知県　

藤原 舞憂子 十倉 明日香 瀬戸 瑛里 夕焼小焼 兵庫県

古瀬 裕貴 た ね 東京都

＜大人部門　一次審査合格者　67組＞

合格された皆さまには別途、事務局より通知書類を発送いたします。

二次審査収録会までの手順など詳細につきましては送付書類をご確認ください。

氏　名



三谷 胡春 水田 心桜 西畑 瑠華 朧月夜 岡山県

三原 直美 やまのこもりうた 広島県

村田 明聰 いのちの歌 石川県

望月 克美 手のひらを太陽に 埼玉県

森田 唯 浜辺の歌 北海道

矢吹 桃子 大切なもの 神奈川県

藪田 美怜 浜千鳥 愛知県

山川 海 大きな樹の下が すき 兵庫県

山崎 良子 こもりうた 山口県

山田 亜実 七つの子 神奈川県

山本 にこ みかんの花咲く丘 長崎県

吉野 登志也 故郷 新潟県

渡辺 美絵子 かぜよ ふけふけ 新潟県


