
歌唱曲名 都道府県

明石 ももこ 私と小鳥と鈴と 島根県

赤星 凛子 きみのこえ 長崎県

朝田 椛 クラリネットをこわしちゃった 徳島県

安孫子 未央 ね 山形県

天野 由梨 ママごめんなさい 東京都

荒井 奏 夕焼小焼 埼玉県

池田 喬太郎 猫になりたい 長崎県

池松 璃咲 にんげんっていいな 愛知県

石崎 さくら きみのこえ 栃木県

石橋 実都 細川 はる Believe 東京都

石山 完太 食いしんぼうがまってるぞ 北海道

乾澤 奏志 にじのむこうに 長野県

今井 美羽 杉村 眞采 都筑 希帆 紅葉 愛知県

植木 壱太 下の前歯がぬけちゃった 神奈川県

上條 夢歩 かわいいかくれんぼ 山口県

上野 友綺 そらはパンやさん 長崎県

内田 尚吾 故郷 群馬県

内間 菜花 うたえバンバン 沖縄県

内山 輝飛 黒ネコのタンゴ 宮崎県

宇都宮 佳歩 宇都宮 佳稟 すずめがサンバ 東京都

江湖 あかり 春の風 長崎県

及川 あぐり ウミ 神奈川県

大石 ありす さんぽ 東京都

大石 かれん ドキドキドン！一年生 東京都

太田 樹 故郷 福岡県

大田 誠人 ウルトラマンのうた 宮城県

太田 勇輝 大きな古時計 福岡県

大西 理仁 いつでもあの海は 山口県

大野 瞳子 私と小鳥と鈴と 山口県

岡川 翔 かもつれっしゃのうた 北海道

岡田 悠李 岡田 玲佳 岡田 恭佳 ぼくのミックスジュース 東京都

片山 愛莉 夢の世界を 神奈川県

片山 翔稀 ともだち賛歌 徳島県

我如古 奈海 大城 春佳 中田 芽李 世界中の子どもたちが 沖縄県

上領 真央 ニャニュニョのてんきよほう 山形県

川合 凜 にじ 神奈川県

川邉 和佳那 わらいかわせみに話すなよ 長崎県

菊池 葉羽 いぬのおまわりさん 新潟県

木ノ下 作 一ねんせいになったら 鹿児島県

久保 篤弘 久保 桜子 Believe 鹿児島県

窪崎 舜 窪崎 栞 元気 勇気 ちから 東京都

久保田 結斗 メダカが うまれた 青森県

熊谷 環 にんげんっていいな 秋田県

栗山 花暖 池田 萌唯 風とケーナのロマンス 沖縄県

グレイグ 楼奈 日本語のおけいこ 北海道

玄田 妃椛里 冬景色 石川県

小林 碧 世界がひとつになるため 東京都

齋藤 怜 めんこい仔馬 岩手県

佐々木 花梨 グリーングリーン 北海道

笹田 唯菜 おかしのすきな まほう使い 静岡県

佐藤 苑佳 ナイショ話 秋田県

佐藤 隆寛 冬景色 長野県

佐藤 璃乃杏 小鳥のうた 岩手県

真田 絢加 にんげんっていいな 広島県
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設楽 乃愛 お砂糖ひとさじで 神奈川県

菅谷 篤紀 ピクニック 福井県

菅原 琥千 手のひらを太陽に 東京都

鈴木 響心 ほらね 大阪府

世古 琴詩 ポストのくろねこちゃん 大阪府

高岡 美琴 とんがり帽子 大阪府

髙田 眞太郎 かぜよ ふけふけ 北海道

髙橋 紅里 小鳥のうた 長野県

武井 遥香 おかあさん 山梨県

竹之下 優大 さくらさくら 愛媛県

田篭 彩希 むし きらい！ 大阪府

立花 莉愛 太陽になりたくて 東京都

田中 希空 つばさをください 愛媛県

蔡 美雨 とり 山口県

堤 もも 誰もしらない 長崎県

ドゥアル 咲里 ね 香川県

豊田 葉那 豊田 咲那 はなの うみ 兵庫県

内藤 朝 やあ！ 東京都

中尾 道仁 にじのむこうに 埼玉県

長野 由侑 里の秋 山口県

中村 咲玖 わすれない 兵庫県

難波 夏未 気球にのってどこまでも 静岡県

西村 恵 帰り道 東京都

野田 朱莉 そうだったらいいのにな 東京都

橋本 珠侑 世界中の子どもたちが 大分県

比嘉 一稀 ちいさい秋みつけた 福岡県

日高 航之朗 ウミ 埼玉県

日比野 柚俐亜 はこ 岐阜県

平野 郁花 どうぶつえんのよる 長崎県

藤井 美友 藤井 亮哉 ぶうぶうぶう 山口県

藤井 エレナ 世界一周 兵庫県

藤澤 侑之 あおいそらにえをかこう 東京都

藤田 凌輔 あ いいな 兵庫県

牧田 智奈 チューリップ 新潟県

松坂 桃佳 青い眼の人形 香川県

松永 隆之介 かたつむり 山形県

松原 康之助 まっかな秋 東京都

宮城 果怜 チューリップ 沖縄県

三宅 聡美 ありがとうの花 岐阜県

村重 安珠 塩田 梨希 白 阿斯儒 細野 空 この星に生まれて 北海道

村田 佳穂 村田 彩恵 おひさまになりたい 福岡県

森田 玲美 どんな色がすき 大阪府

八重樫 奈那子 カラー・オブ・ザ・ウィンド 岩手県

山浦 奏志朗 旅立ちの日に 愛知県

山崎 陽斗 にじ 北海道

山下すみれ トライアングルが好き 鹿児島県

山田 舞 あわて床屋 静岡県

矢山 鈴 矢山 花 おかあさん 東京都

吉澤 一華 かくれんぼ 千葉県

脇山 桃寧 青い眼の人形 神奈川県

渡島 小晴 夕やけ 熊本県


