
一次審査合格者発表

大人部門
部門 曲名 代表者 応募２ 応募３ 応募４ 応募５ 応募６ ご住所
大人 あまのじゃく 蛯子　かなえ様 北海道
大人 ひょっこりひょうたん島 笠原　丞様 北海道
大人 ちきゅうのいっぽ 菅原　真彩様 北海道
大人 大きな桃 鈴木　亜衣様 鈴木　裕也様 北海道
大人 たねまきちちんぷい 竹内　凜様 北海道
大人 あめふりくまのこ 吉本　美穂様 北海道
大人 地球のうた 菅原　里紗様 秋田県
大人 たね 新山　和奏様 岩手県
大人 あおいそらにえをかこう 渋谷　美香様 千葉　亜希子様 佐藤　尚子様 富田　玲子様 宮城県
大人 かあさんのえくぼ 新宮　愛梨様 山形県
大人 いらっしゃい風 北村　蕗様 山形県
大人 ピーマン 北條　菫様 山形県
大人 ちきゅうのいっぽ 厚木　鈴夏様 東京都
大人 そらでえんそくしてみたい 岩田　瞳様 東京都
大人 ないしょばなしのうた 大澤　和音様 東京都
大人 そらでえんそくしてみたい 佐藤　悠司様 佐藤さわ子様 埼玉県
大人 ハトどけい 斉藤　花耶様 山梨県
大人 ひょっこりひょうたん島 沼田　洋治様 沼田　真由美様 沼田　洸希様 沼田　沙希様 群馬県
大人 紙ひこうき 根本　寛子様 東京都
大人 ききょう 萩原　裕子様 萩原　梨予様 東京都
大人 どうぶつえんのよる 長谷川　彩乃様 東京都
大人 小鹿のバンビ 深田　陽子様 東京都
大人 誰かが星を見ていた 古瀬　裕貴様 東京都
大人 ひとりじゃないからの子守唄 三ツ木　弓子様 東京都
大人 手のひらを太陽に 山中　隆太様 神奈川県
大人 まっかな秋 阿部　純希様 伊藤　敬子様 新潟県
大人 おやすみなさい 松田　由希子様 静岡県
大人 花らんぷ 築山　茉以様 愛知県
大人 さくら 西尾　佳織様 西尾　諭子様 愛知県
大人 ねむれないおおかみ 阪野　仁美様 愛知県
大人 赤いやねの家 山﨑　颯香様 愛知県
大人 手のひらを太陽に 吉澤　舞友名様 富山県
大人 からたちの花 一岡　沙希様 兵庫県
大人 春の潮だまり 今田　舞様 足立　ちひろ様 竹下　百合花様 兵庫県
大人 まっかな秋 榎本　康人様 榎本　優人様 兵庫県
大人 おほしさまのせなか 久保　貴子様 兵庫県
大人 わたしの中に　みんながいる 河田　珠衣様 兵庫県
大人 夏の日 末正　美穂様 末正　志穂様 大阪府
大人 小さい秋みつけた 田中　千弘様 大阪府
大人 夕焼空 西田　百杏様 兵庫県
大人 わたしの中に　みんながいる 髙瀬　舞様 兵庫県
大人 手のひらを太陽に 富吉　まこ様 兵庫県
大人 いぬのおまわりさん 得丸　黎大様 奈良県
大人 ちいさい秋みつけた 石賀　舞様 岡山県
大人 きんもくせい 石丸　明日美様 岡山県
大人 どうぶつえんのよる 川上　里織様 岡山県
大人 叱られて 笹部　菜生様 岡山県
大人 たねまきちちんぷい 平緒　佐和様 鳥取県
大人 夕焼空 岡野　璃奈様 香川県
大人 かぜよ　ふけふけ 谷森　恵梨様 広島県
大人 ちきゅうのいっぽ 三原　直美様 広島県
大人 汽車ポッポ 安東　由希子様 國延　圭子様 礒部　直子様 中條　伸子様 福岡県
大人 おかあさん！ 大谷　美紗希様 長崎県
大人 おかあさん！ 坂本　奈里紗様 熊本県
大人 ふしぎなポケット 西田　希咲様 熊本県
大人 ぼくのミックスジュース 蓑田　実花様 本田　千夏様 熊本県
大人 ちきゅうのいっぽ 森　彩菜様 熊本県
大人 ないしょばなしのうた 内野　さとみ様 長崎県
大人 夕焼空 川上　瑠華様 兵庫県
大人 おはなしもっと 高田　由美様 長崎県
大人 あさ　おきたん 友重　涼子様 吉見　真美様 浦田　奈希砂様 三橋　静乃様 長崎県
大人 七つの子 浅井　萌々香様 沖縄県



子ども部門
部門 曲名 代表者 応募２ 応募３ 応募４ 応募５ 応募６ ご住所
こども 地球はみんなのものなんだ 合田　女莉様 北海道
こども パンのマーチ 竹田　渉様 佐藤　優成様 北海道
こども カンガルーのポケット 津村　汐音様 北海道
こども おつかいありさん 仁木島　綺星様 北海道
こども かもつれっしゃのうた 野又　克史様 北海道
こども ぞうさん 中川　翔太様 北海道
こども とんぼの中にぼくがいる 前田　開吏様 北海道
こども ちきゅうのいっぽ 村場　向日葵様 北海道
こども １２月だもん 久保田　菜々子様 青森県
こども ともだちになるために 長根　奏音様 青森県
こども だれかが口笛ふいた 小田嶋　桜太郎様 秋田県
こども おひさま　いっぱい 高畑　恵実様 秋田県
こども 赤いやねの家 髙橋　里歩様 岩手県
こども そらでえんそくしてみたい 正満　美結様 宮城県
こども かぜよふけふけ 田中　徠実様 宮城県
こども とけいのうた 寺井　千紗様 宮城県
こども そらでえんそくしてみたい 柏倉　理李様 山形県
こども ありがとうの花 東海林　拓斗様 山形県
こども おひさま　いっぱい 仲野　愛瑠様 福島県
こども すてきな友達 宗像　葵様 福島県
こども 手紙をだしたよおばあちゃん 井上　璃海様 東京都
こども おはようクレヨン 牛丸　颯希様 東京都
こども あしたは　ぼくね 浦野　夏帆様 東京都
こども へのへのもへじやーい 木村　美琴様 東京都
こども あおいそらにえをかこう 草郷　緑彩様 神奈川県
こども みどりのそよ風 小杉　知幹様 東京都
こども からたちの花 定岡　凛奈様 埼玉県
こども あさいちばんはやいのは 鈴木　琉那様 東京都
こども たのしいね 武井　菜那様 高橋　明希様 神奈川県
こども ブカブカパジャマ 中村　茉稟様 神奈川県
こども むこう　むこう 成澤　南波様 東京都
こども はちみつ　みつ　みつ 浜田　栞帆様 東京都
こども 気球に乗ってどこまでも 浜口　璃子様 東京都
こども おつかいありさん 本定　笑佳様 東京都
こども かなしみよ　さよなら 山田　晋太郎様 神奈川県
こども ヤンチャリカ 渡辺　ゆう様 東京都
こども うたえてのひら 吉澤　真穂様 長野県
こども 手のひらを太陽に 高橋　小春様 新潟県
こども はるかぜ電話 栗田　くるみ様 静岡県
こども 友だち 柴田　紘奈様 静岡県
こども わたしの中に　みんながいる 二橋　鈴莉衣様 静岡県
こども にんげんっていいな 伊藤　悉七様 愛知県
こども ニャニュニョのてんきよほう 笹森　ひな様 愛知県
こども あめふりくまのこ 谷川　天花様 富山県
こども 手のひらを太陽に 遠藤　ゆりな様 大阪府
こども 公園にいきましょう 中川　眞彩様 白木　凛奈様 川中　梨愛様 林　芽優様 奈良県
こども むぎわらぼうし 島川　陽葵様 奈良県
こども おおきなぞうさん 原田　日鞠様 兵庫県
こども どんぐりころころ 藤田　凌輔様 兵庫県
こども 手紙をだしたよおばあちゃん 宮島　菫様 兵庫県
こども 僕がうたう秋のうた 山下　愛生様 兵庫県
こども スキーの歌 久保　讃良々様 香川県
こども あの青い空のように 毛利　心馨様 徳島県
こども まっかな秋 松坂　和佳様 香川県
こども むぎわらぼうし 矢原　鈴奈様 岡山県
こども ティキティキ 坂本　てまり様 島根県
こども かぜよ　ふけふけ 木田　渚様 山口県
こども 手のひらを太陽に 松原　璃子様 高知県
こども まつぼっくり 田口　雄士様 愛媛県
こども はちみつ　みつ　みつ 宇土　和野子様 福岡県
こども おひさま　いっぱい 村田　佳穂様 福岡県
こども おかあさん！ 山下　真弥様 福岡県
こども 茶つみ 芝田　さくら様 大分県
こども しゃぼん玉 山田　麻央様 宮崎県
こども こいのぼり 後藤　桜愛様 熊本県
こども ふじ山 永田　明咲日様 熊本県
こども おひさま　いっぱい 赤星　華子様 長崎県
こども いぬのおまわりさん 上野　友綺様 長崎県
こども ナイショ話 大越　紀歌様 長崎県
こども おとなマーチ 白川　桃太様 高田　健士郎様 長崎県
こども べこの子うしのこ 野口　一葉様 長崎県
こども ながぐっちゃん！！ 大久保　元気様 長崎県
こども あしたは　ぼくね 高田　結衣様 長崎県
こども ハトどけい 高田　竜太郎様 長崎県
こども パーム・パーム 森田　響月様 森田　響友様 長崎県
こども ３６５日の紙飛行機 芳田　希音様 鹿児島県
こども おお牧場は緑 原田　真衣様 鹿児島県
こども ふしぎなポケット 迎田　稜弥様 鹿児島県
こども しゃぼん玉 波照間　心呂様 沖縄県
こども ちきゅうのいっぽ 前川　芽生様 沖縄県
こども つばさをだいて 丸尾　天那様 當間　凛香様 沖縄県



ファミリー部門
部門 曲名 代表者 応募２ 応募３ 応募４ 応募５ 応募６ ご住所
ﾌｧﾐﾘｰ にじ 中川　睦様 中川　翔太様 高橋　恵子様 北海道
ﾌｧﾐﾘｰ あしたは　はれる 林　友貴様 林　美羽様 林　奏輔様 北海道
ﾌｧﾐﾘｰ そうだったらいいのにな 山下　由美子様 山下　由里子様 北海道
ﾌｧﾐﾘｰ にんげんっていいな 長津　日向様 長津　二胡様 長津　亜紀江様 青森県
ﾌｧﾐﾘｰ クラリネットをこわしちゃった 寺井　修子様 寺井　温都様 宮城県
ﾌｧﾐﾘｰ バスごっこ 安孫子　未玖様 安孫子　未央様 安孫子　誠二様 安孫子　綾様 山形県
ﾌｧﾐﾘｰ はたらくくるま 北村　知子様 北村　蕗様 北村　岳大様 北村　岳人様 北村　正広様 山形県
ﾌｧﾐﾘｰ ピクニック 尾崎　麻実様 尾崎　愛実様 福島県
ﾌｧﾐﾘｰ あしたは　ぼくね 加藤　守様 加藤　凛朗様 福島県
ﾌｧﾐﾘｰ 花 植村　貴子様 植村　千晶様 植村　千裕様 東京都
ﾌｧﾐﾘｰ あめふりくまのこ 草野　奈都子様 草野　紬様 草野　ひなた様 東京都
ﾌｧﾐﾘｰ おかあさん 野崎　裕紀子様 野崎　ひなた様 東京都
ﾌｧﾐﾘｰ たのしいね 深田　智子様 深田　萌様 深田　結希様 東京都
ﾌｧﾐﾘｰ そらに　てんてん　おほしさま 吉澤　裕子様 吉澤　一華様 千葉県
ﾌｧﾐﾘｰ ありがとうの花 田中　俊哉様 田中　はな様 長野県
ﾌｧﾐﾘｰ あおいそらにえをかこう 笠原　梨名様 笠原　壮史様 新潟県
ﾌｧﾐﾘｰ ヤンチャリカ 加藤　律香子様 加藤　柚香子様 加藤　裕樹子様 加藤　喜郎様 静岡県
ﾌｧﾐﾘｰ ぽかぽかてくてく 田中　幸乃様 北川　結菜様 北川　舞桜様 岐阜県
ﾌｧﾐﾘｰ ぽかぽかてくてく 坂野　直仁様 坂野　円香様 坂野　志歩様 坂野　幸子様 坂野　礼奈様 愛知県
ﾌｧﾐﾘｰ 大空賛歌 奥谷　小百合様 奥谷　彩雅様 奥谷　梨雅様 奥谷　菜雅様 奥谷　直輝様 石川県
ﾌｧﾐﾘｰ ねむれないおおかみ 三箇　千鶴子様 三箇　花実様 三箇　康正様 富山県
ﾌｧﾐﾘｰ さんぽ 世古　篤志様 世古　桃詩様 世古　琴詩様 大阪府
ﾌｧﾐﾘｰ アイ　アイ 片岡　亜紀子様 片岡　陽弥様 大阪府
ﾌｧﾐﾘｰ 赤いやねの家 塚本　英樹様 塚本　綾子様 塚本　茉那様 塚本　恵那様 兵庫県
ﾌｧﾐﾘｰ キッチンオーケストラ 土田　直斗様 土田　ひらり様 兵庫県
ﾌｧﾐﾘｰ 幸せのリズム 伊達　のり子様 伊達　千紘様 伊達　翔太様 小林　良一様 兵庫県
ﾌｧﾐﾘｰ にじ 久内　乃里子様 久内　菜ノ羽様 久内　志温様 浜岡　久子様 兵庫県
ﾌｧﾐﾘｰ かなしみよ　さよなら 會田　吉音様 會田　吉代様 香川県
ﾌｧﾐﾘｰ びっくりしちゃったの 越智　恭子様 越智　日咲様 香川県
ﾌｧﾐﾘｰ 地球はみんなのものなんだ 高木　音葉様 高木　弘子様 高木　宏様 岡山県
ﾌｧﾐﾘｰ ドロップスのうた 塚本　愛様 塚本　萌夢様 塚本　真亜奈様 北村　慶子様 愛媛県
ﾌｧﾐﾘｰ そうだったらいいのにな 梶原　由衣様 梶原　圭登様 梶原　芳登様 梶原　雅登様 梶原　邦裕様 梶原　紀子様 愛媛県
ﾌｧﾐﾘｰ おもちゃのチャチャチャ 正岡　いろは様 正岡　さくら様 愛媛県
ﾌｧﾐﾘｰ いぬのおまわりさん 仲尾　満喜子様 仲尾　心優様 仲尾　心里様 仲尾　心榎様 佐賀県
ﾌｧﾐﾘｰ かわいいかくれんぼ 的野　勝様 庭木　悠司様 庭木　茉里愛様 佐賀県
ﾌｧﾐﾘｰ あのねママ 肘井　萌々果様 肘井　那々世様 熊本県
ﾌｧﾐﾘｰ ひょっこりひょうたん島 島田　美花様 島田　美砂子様 長崎県
ﾌｧﾐﾘｰ 赤い風船とんだ 白川　利彦様 白川　智美様 白川　桃太様 白川　利勝様 白川　絹子様 長崎県
ﾌｧﾐﾘｰ おかあさん 田島　真由美様 田島　花純様 長崎県
ﾌｧﾐﾘｰ ちょうちょ 石垣　真聖様 石垣　聖子様 沖縄県
ﾌｧﾐﾘｰ 森のくまさん 国吉　秀真様 国吉　あん様 国吉　煌真様 国吉　なぎ様 国吉　美和様 沖縄県
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