
1位 1 兵庫/西日本 藤井　エレナ 女性ヴォーカル スティーブン　フラハティ／夢の中で アナスタシア アーニャ

2位 2 北海道/東日本 グレイグ 　楼奈 女性ヴォーカル クリステン・アンダーソン・ロペス＆ロバート・ロペス／ずっとかわらないもの アナと雪の女王

3位 3 東京1/東日本 西村　恵 男性ヴォーカル ライオネル　バート／オリバーのマーチ オリバー！ 腕利きドジャー

4位 4 埼玉2/東日本 柴田　龍 男性ヴォーカル ノエル　ゲイ／お屋敷の弁護士に ミー　アンド　マイガール パーチェスター

5位 5 宮城/東日本 菅原　琥千 女性ヴォーカル いずみたく／幕をあける歌 はだかの王様 ホック

奨励賞 6 北海道/東日本 ブラウネル　麗彩 女性ヴォーカル クロード＝ミシェル・シェーンベルク／命をあげよう ミス・サイゴン キム

奨励賞 7 大阪２/西日本 山口　桃子 女性ヴォーカル アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド リトルマーメイド アリエル

奨励賞 8 北海道/西日本 飯田　真椰 女性ヴォーカル スティーヴン  シュワルツ／魔法使いと私 ウィキッド エルファバ

入選 9 大阪１/西日本 櫻木　綾乃 女性ヴォーカル マーヴィン・ハムリッシュ／ナッシング コーラスライン ディアナ・モラレス

入選 10 福岡/東日本 山見　亜希 女性ヴォーカル いずみたく／幕をあける歌 劇団四季ミュージカル　はだかの王様 ホック

入選 11 大阪１/西日本 大矢　結姫 女性ヴォーカル チャールズ・ストラウス／メイビー アニー

入選 11 大阪２/西日本 森江　ゆずな 女性ヴォーカル グロード=ミシェル・シェーンベルク／夢やぶれて レ・ミゼラブル ファンティーヌ

入選 11 神奈川/東日本 内藤　朝 女性ヴォーカル クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロバート・ロペス／心のままに アナと雪の女王2 エルサ

入選 14 北海道/東日本 中川　陽葵 女性ヴォーカル チャールズ　ストラウス／メイビー アニー アニー

入選 15 兵庫/西日本 中筋　麗華 女性ヴォーカル リチャード　ロジャース／IN MY OWN LITTLE CORNER シンデレラ シンデレラ

入選 16 東京1/東日本 松原　康之助 男性ヴォーカル いずみたく／幕をあける歌 はだかの王様 ホック

入選 17 大阪２/西日本 森江　ゆりあ 女性ヴォーカル リチャード・ロジャース／私のお気に入り サウンド・オブ・ミュージック マリア

入選 17 北海道/東日本 遊佐　こまり 女性ヴォーカル アラン・メンケン／どんな夢より リトルマーメイド アリエル

入選 19 神奈川/東日本 前田　礼 女性ヴォーカル フレデリック・ロウ／素敵じゃない？ マイ・フェア・レディ イライザ・ドゥーリトル

入選 19 埼玉１/東日本 森田　凛 女性ヴォーカル チャールズ・ストラウス／トゥモロー アニー アニー

入選 19 福岡/西日本 荒木　友梨花 女性ヴォーカル チャールズ・ストラウス／メイビー アニー アニー

入選 22 熊本/西日本 坂本　薫音 女性ヴォーカル リン＝マニュエル・ミランダ／どこまでも モアナと伝説の海 モアナ

入選 23 愛知２/東日本 阪上　友菜 女性ヴォーカル アーヴィング・バーリン／ライフルじゃ男は落とせない アニーよ、銃をとれ アニー・オークレイ

入選 24 兵庫/西日本 松田　果子 女性ヴォーカル リン マニュエル ミランダ／どこまでも〜How Far I'll Go〜 モアナと伝説の海 モアナ

入選 25 埼玉2/東日本 嘉村　咲良 女性ヴォーカル クロード-ミシェル・シェーンベルク／雲の上のお城 レ・ミゼラブル リトル　コゼット

入選 25 東京1/東日本 鈴村　ひなた 女性ヴォーカル リチャード・ロジャース／ひとりぼっちの羊飼い サウンド・オブ・ミュージック マリア

入選 27 埼玉2/東日本 高倉　小桃愛 女性ヴォーカル リチャード・シャーマン、ロバート・シャーマン／チキ・チキ・バンバン チキ・チキ・バンバン ジェマイマ・ポッツ

入選 28 東京2/東日本 清都　莉子 女性ヴォーカル クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロバート・ロペス／生まれてはじめて アナと雪の女王 アナ

入選 29 東京2/東日本 永島　叶和 女性ヴォーカル クリステン・アンダーソン＝ロペス、ロバート・ロペス／レット・イット・ゴー、ありのままで アナと雪の女王 エルサ

入選 30 東京1/東日本 森田　レイ 女性ヴォーカル アンドリュー・ロイド・ウェバー／スィンク・オブ・ミー オペラ座の怪人 クリスティーヌ・ダーエ

入選 31 岡山/西日本 谷川　凜子 女性ヴォーカル チャールズ・ストラウス／トゥモロー アニー アニー

入選 32 埼玉１/東日本 中尾　道仁 男性ヴォーカル ジャーメイン フランコ／音楽はいつまでも リメンバー・ミー ミゲル
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1位 1 静岡/東日本 梁　世姫 女性ヴォーカル マーク・シャイマン／グッド・モーニング・ボルチモア ヘアスプレー トレイシー

2位 2 兵庫/西日本 森本　安音 女性ヴォーカル アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド リトル・マーメイド アリエル

3位 3 埼玉2/東日本 新條　月渚 女性ヴォーカル ステファン・シュワルツ／ポピュラー ウィキッド グリンダ

4位 4 東京2/東日本 諏訪　さくら 女性ヴォーカル レナード・バーンスタイン／着飾ってきらびやかに キャンディード クネゴンデ

5位 5 北海道/東日本 山口　紗來 女性ヴォーカル アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド リトルマーメイド アリエル

奨励賞 6 神奈川/東日本 岩淵　心咲 女性ヴォーカル クロード＝ミシェル　シェーンベルク／オン・マイ・オウン レ・ミゼラブル エポニーヌ

奨励賞 6 北海道/西日本 森田　唯 女性ヴォーカル アラン・メンケン／カラー・オブ・ザ・ウィンド ポカホンタス ポカホンタス

奨励賞 8 北海道/東日本 小路　凛佳 女性ヴォーカル ステファン　シュヴァルツ／ポピュラー ウィキッド グリンダ

入選 9 大阪２/西日本 桑原　侑愛 女性ヴォーカル エルトン・ジョン／サークル・オブ・ライフ ライオンキング ラフィキ

入選 10 福岡/西日本 井上　碧 女性ヴォーカル シルヴェスター٠リーヴァイ／私だけに エリザベート エリザベート

入選 11 東京1/東日本 森田　ハンナ 女性ヴォーカル シルヴェスター・リーヴァイ／私だけに エリザベート エリザベート

入選 12 千葉/東日本 能重　歩実 女性ヴォーカル アラン・メンケン／パート・オブ・ユア・ワールド リトル・マーメイド アリエル

入選 13 愛知２/西日本 海藤　うらら 女性ヴォーカル クロード＝ミシェル-シェーンベルグ／命をあげよう ミス・サイゴン キム

入選 14 岡山/西日本 難波　香乃 女性ヴォーカル スティーヴン・シュワルツ／ポピュラー ウィキッド グリンダ

入選 15 埼玉１/東日本 西　くらら 女性ヴォーカル アラン　メンケン／真実の愛のキス 魔法にかけられて ジゼル

入選 16 神奈川/東日本 前粟藏　菜々子 女性ヴォーカル クロード＝ミシェル・シェーンベルク／オン・マイ・オウン

入選 17 北海道/東日本 岸本　芽子 女性ヴォーカル  マーニ・ニクソン／踊り明かそう マイ・フェア・レディ イライザ・ドゥ―リトル

入選 18 東京2/東日本 小野島　凜 女性ヴォーカル アラン・メンケン／カラー・オブ・ザ・ウィンド ポカホンタス ポカホンタス

入選 19 北海道/東日本 中川　湊斗 男性ヴォーカル ミヒャエル　クンツェ／闇が広がる エリザベート ルドルフ　トート

入選 20 大阪２/西日本 岩元　咲樹 女性ヴォーカル アンドリュー・ロイド・ウェバー／スィンク・オブ・ミー オペラ座の怪人 クリスティーヌ

入選 21 東京1/東日本 相田　美音 女性ヴォーカル クロード=ミシェル·シェーンベルク／オン·マイ·オウン レ·ミゼラブル エポニーヌ

入選 21 愛知１/西日本 長坂　桧奈 女性ヴォーカル クロード=ミシェル・シェーンベルク／夢やぶれて レ・ミゼラブル ファンティーヌ

入選 23 愛知２/西日本 末田　心乃 女性ヴォーカル スティーブン　シュワルツ／自由を求めて ウイキッド エルファバ
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