
歌唱曲名 都道府県

青木 朝陽 花は咲く 熊本県

青山 菜花 ないしょばなしのうた 東京都

明石 みなみ 春 島根県

赤塚 朝陽 きんらきらぽん 福島県

赤星 華子 コスモスの花 長崎県

赤星 凛子 レッツゴーともだち 長崎県

朝田 椛 まっかな秋 徳島県

安孫子 未央 むし きらい！ 山形県

安部 詩織 おなかのへるうた 大分県

阿部 壬保 ふじの山 徳島県

阿部 美怜 Smile Again 埼玉県

天野 由梨 エーデルワイス 東京都

荒井 奏 誰もしらない 埼玉県

有川 菜々華 ニャニュニョのてんきよほう 東京都

石山 夏芽 中山 紗希 吉谷 驍眞 村重 叶望 ぼくらの町は川っぷち 北海道

板倉 みかん 板倉 みのん つばさをください 大阪府

伊藤 諒 カイカイゾクゾク海賊の歌 山口県

伊藤 瑠花 伊藤 葵 伊藤 櫻 かなしみよ さよなら 兵庫県

乾澤 奏志 ありがとうの花 長野県

井上 悠里 きゅうしょく 埼玉県

岩下 芽生 あおいそらにえをかこう 山口県

上野 彩喜 リボンのかけ橋 東京都

牛若 深月 大きな木は いいな 高知県

内田 彩巴 こんなしずかな晩は 愛知県

内間 輝大 怪獣のバラード 沖縄県

内山 輝飛 さくらさくらようちえん（ほいくえん） 宮崎県

江嶋 心音 あしたは ぼくね 長崎県

江田 夏帆 しおじゃけのうた 岡山県

大倉 ひなの しあわせ 新潟県

太田 樹 夕焼小焼 福岡県

太田 陽翔 だれかが口笛ふいた 福岡県

大橋 裕幸 いま生きるこどもマーチ 長崎県

岡川 翔 ともだち賛歌 北海道

岡川 悠 浜辺の歌 北海道

岡田 悠李 岡田 玲佳 岡田 恭佳 ジャブジャブロック 東京都

岡本 智尋 大切なもの 栃木県

奥谷 直輝 叱られて 石川県

小澤 薫子 どんな色がすき 栃木県

小野 凪紗 ありがとうの花 愛知県

改田 絆 ふじの山 福岡県

笠原 梨名 ハトどけい 新潟県

片山 翔稀 つばさをください 徳島県

勝井 仁菜 浦岡 美麗 向田 紗瑛 向田 和花 歌よ ありがとう 兵庫県

金子 菜々 にんげんっていいな 静岡県

上領 真央 友だちシンドバッド 山形県

川﨑 稔夫 ひょっこりひょうたん島 宮崎県

木本 侑鶴 くまのぬいぐるみ 大阪府

工藤 陽理 おはなしもっと 秋田県

久保田 結斗 ぼくのクレヨン 青森県

玄田 妃椛里 野﨑 優花 木澤 桃叶 世界中のこどもたちが 石川県

上妻 花 上妻 萌 上妻 茅 村祭 鹿児島県

小林 映瑠 松澤 莉子 大切なもの 長野県

齋藤 怜 めんこい仔馬 岩手県

坂本 薫音 パンのマーチ 熊本県
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歌唱曲名 都道府県

佐藤 一桜 赤鬼と青鬼のタンゴ 沖縄県

佐藤 苑佳 みどりのそよ風 秋田県

佐藤 千咲芸 にじ 愛知県

佐藤 璃乃杏 たのしいね 岩手県

塩野 遼 地球はみんなのものなんだ 東京都

重永 大武 大きな古時計 東京都

志々目 あめり おはよう 宮崎県

志田 綾音 むし きらい！ 福岡県

設楽 乃愛 設楽 ゆめ あおいそらにえをかこう 神奈川県

庄田 美葵 庄田 美咲 どんぐりころころ 東京都

末松 晃一 うたえバンバン 大分県

菅原 琥千 あしたはぼくね 東京都

杉保 知隼 にじ 静岡県

鈴木 彩音 故郷 埼玉県

鈴木 花帆 ジグザグおさんぽ 東京都

鈴木 実生 トランペット吹きながら 東京都

鈴木 結斗 ドロップスのうた 大阪府

世古 琴詩 夕やけ 大阪府

髙田 眞太郎 フニクリフニクラ 北海道

髙田 優羽 夕やけ 兵庫県

髙橋 紅里 ニャニュニョのてんきよほう 長野県

高橋 和奏 にんげんっていいな 岐阜県

竹村 鳳 聞いててあげる 大阪府

多田 鈴乃 故郷 東京都

立花 莉愛 青い眼の人形 東京都

田中 希朋 田中 希奈 かわいいかくれんぼ 愛知県

田中 希空 赤いやねの家 愛媛県

田村 海遥 浜辺の歌 岐阜県

堤 裕理 夏の日の贈りもの 高知県

鶴﨑 未結 鶴﨑 結喜 ぽかぽかてくてく 長崎県

豊田 葉那 豊田 咲那 赤蜻蛉 兵庫県

内藤 朝 すてきな一歩 東京都

長岡 美結 山のごちそう 島根県

中川 翔太 もんしろ蝶々のゆうびんやさん 北海道

長野 由侑 宮城 航 大西 理仁 絆 山口県

長野 由侑 荒城の月 山口県

新村 京介 ともだち賛歌 栃木県

西村 恵 むこうむこう 東京都

沼倉 あや おばあちゃんの手 秋田県

野村 麻結 おやすみなさい 北海道

萩原 純 かぜよ ふけふけ 香川県

羽曽部 朝陽 蛍の光 宮城県

服部 七海 早春賦 岐阜県

早川 文人 荒城の月 岐阜県

晴山 叶力 あのね、のねずみは 埼玉県

比嘉 一稀 みかんの花咲く丘 福岡県

日高 航之朗 にんげんっていいな 埼玉県

日向 椿 おすもうくまちゃん 東京都

平賀 晴 平賀 照 北風小僧の寒太郎 神奈川県

平野 郁花 ほんとにきれい 長崎県

黄 志垸 手のひらを太陽に 大阪府

藤井 エレナ 神谷 侑里 みかんの花咲く丘 兵庫県

藤井 亮哉 藤井 美友 パンのマーチ 山口県

藤川 綾嶺 稲葉 卯乃 村松 果歩 クラリネトをこわしちゃった 長野県

藤田 凌輔 赤いやねの家 兵庫県

本定 笑佳 大きな木は いいな 東京都

前原 悠吾 藤井 亜紅 藤井 裕美乃 Smile Again 広島県

町田 礼灯 お化けなんてないさ 神奈川県
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歌唱曲名 都道府県

松岡 優里 にじ 東京都

松田 芽衣 中尾 道仁 久保田 乃戸香 田中 優衣 ドコノコキノコ 埼玉県

松永 南春 ちいさい秋みつけた 北海道

松本 涼 地球はみんなのものなんだ 埼玉県

松本 はんな ともだち讃歌 東京都

馬渕 颯大 村田 大和 ありがとうの花 愛知県 

三上 葵 むし きらい！ 愛知県

村重 叶望 へのへのもへじやーい 北海道

村田 ひまり いちょうの葉 大阪府

森 心雪 早春賦 愛知県

森江 ゆずな 森江 ゆりあ 野にさく花のように 大阪府

八重樫 奈那子 八重樫 のの子 紅葉 岩手県

藥師寺 廣也 小鳥のうた 大分県

山口 菜々美 山口 亜美菜 おまめ戦隊ビビンビ～ン 神奈川県

山下 すみれ ピクニック 鹿児島県

山村 桔世香 にじ 兵庫県

吉澤 一華 とんぼの中に ぼくがいる 千葉県

渡島 小晴 大きな木は いいな 熊本県

四月朔日 こはる どんぐりころころ 北海道
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