
時間 名前 校舎 部門 曲名 / アーティスト名

11:15
～ 1 ロペス・カミラ 渋谷 歌 secret base 〜君がくれたもの〜/ZONE

あの日見た花の名前を
　　　　　　僕達はまだ知らない。

2 原嶋　瑞季 渋谷 歌 一番の宝物～Yui Final ver.～ / LiSA Angel Beats!

3 植松　幸寛 名古屋 歌 DAYS/FLOW 交響詩篇エウレカセブン

4 澤原　静香 福岡 歌 氷の上に立つように/小松未歩 名探偵コナン

5 小川　千帆 名古屋 歌 いのちの名前 / 木村弓 千と千尋の神隠し

6 森　正美 名古屋 歌 ルパン三世のテーマ / ピート・マック・ジュニア ルパン三世

7 小林　陽子 名古屋 ピアノ いつも何度でも / 木村弓 千と千尋の神隠し

8 菅野　賀生里 渋谷 歌 さんぽ / 井上あずみ となりのトトロ

9 井上　裕幸 福岡 歌 君をのせて/井上あずみ 天空の城ラピュタ

10 山本　恭士 名古屋 歌 燃えてヒーロー / 沖田 浩之 キャプテン翼

11:55
～ 11 日下部　良太 渋谷 歌 アニメじゃない～夢を忘れた古い地球人よ～ /  新井正人 機動戦士ガンダム ΖΖ

12 金原　諒 名古屋 語り ドラえもん ドラえもん

13 山口　詠子 名古屋 ピアノ さんぽ / 井上あずみ となりのトトロ

14 金子　貴信 渋谷 歌 流れ星　銀/宮内タカユキ 銀牙 -流れ星 銀-

15 大平　紗凪 名古屋 歌 叫べ/Angela 蒼穹のファフナー THE BEYOND

16 笠間　節子 渋谷 歌 アタックNo.1 / 小鳩くるみ アタックNo.1

17 原　智恵子 名古屋 歌 残酷な天使のテーゼ/高橋洋子 新世紀エヴァンゲリオン

18 岩永　昌浩 名古屋 歌 マジンガーZ / 水木一郎 マジンガーZ

19 石田　晶子 名古屋 語り 海外アニメ 海外アニメ

20 南川　隆 福岡 歌 イエスタデイ/Official髭男dism HELLO WORLD

21 田倉　侑子 渋谷 歌 真赤な誓い/福山芳樹 武装錬金

12:45
～ 22 横井　由紀枝 名古屋 歌 やさしさに包まれたなら / 松任谷由実 魔女の宅急便

23 和田　沙衣 名古屋 ピアノ ふたたび 千と千尋の神隠し

24 川下　沙織 福岡 歌 Get Wild/TM NETWORK シティーハンター

25 深谷　圭吾 大阪 歌 太陽がまた輝くとき/高橋ひろ 幽☆遊☆白書

26 磯村　勇次 名古屋 歌 REALISE/玉置成実 機動戦士ガンダム SEED

27 斎藤　康成 渋谷 歌 炎のたからもの/BOBBY ルパン三世 カリオストロの城

28 垣内　慎之介 名古屋 歌 葛飾ラプソディー/堂島孝平 こちら葛飾区亀有公園前派出所

29 中川　千鶴子 名古屋 語り ジブリ作品 ジブリ作品

30 佐藤　さつき 名古屋 歌 カントリーロード / 本名陽子 耳をすませば

　　　　　　アニソン祭り　出演タイムテーブル



31 吉本　美紀 渋谷 歌 怪物/YOASOBI BEASTARS

13:30
～ 32 田尻　剛士 福岡 歌 世界が終るまでは…/WANDS SLAM DUNK

33 石川　淳志 名古屋 歌 小さき者/林明日香
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

七夜の願い星 ジラーチ

34 山下　史華 大阪 歌 名前のない怪物/EGOIST PSYCHO-PASS サイコパス

35 香水　雅 大阪 語り ラブライブ＆遊☆戯☆王 ラブライブ・遊☆戯☆王

36 三浦　香織 名古屋 歌 PURE PHRASE/桜内梨子 from Aqours ラブライブ! サンシャイン!!

37 日下部　慎吾 福岡 歌 虹/菅田将暉 STAND BY ME ドラえもん 2

38 角田　和代 名古屋 歌 Try Everything / Dream Ami ズートピア

39 北岡　久実 名古屋 歌 火炎 / 女王蜂 どろろ

40 西田　慎祐 福岡 歌 愛のプリズン / 監獄男子 監獄学園

41 永井　詩乃 名古屋 歌 ルージュの伝言 / 松任谷由実 魔女の宅急便

14:10
～ 42 日下部　良太 渋谷 語り 聖戦士ダンバイン 聖戦士ダンバイン

43 相澤　香織 渋谷 歌 涙の種、笑顔の花 / 中川翔子
劇場版 天元突破グレンラガン

 螺巌篇

44 児玉　隆行 渋谷 歌 Cの微熱 / Λucifer 快感.フレーズ

45 横堀　洋樹 大阪 歌 はじめてのチュウ/あんしんパパ(弾き語り) キテレツ大百科

46 東出　憲治 名古屋 歌 ひまわりの約束 / 秦基博 STAND BY ME ドラえもん

47 高木　秀朋 名古屋 歌 世界が終わるまでは… / WANDS SLAM DUNK

48 山下　弘美 大阪 歌 季路/Aimer 魔道祖師

49 三田　翔一 名古屋 ピアノ 紅蓮華 / LiSA 鬼滅の刃

50 大野　美佳子 名古屋 歌 DAN DAN 心魅かれてく / FIELD OF VIEW ドラゴンボールGT

51 長　芳生 渋谷 歌 ゆずれない願い / 田村直美 魔法騎士レイアース

14:55
～ 52 渡邉　菜摘 名古屋 歌 いけないボーダーライン / ワルキューレ マクロス Δ

53 米蔵　緑 渋谷 歌 キラキラ/シトロン(梶裕貴) ポケットモンスターXY&Z

54 舛屋　智史 福岡 歌 インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE 炎炎ノ消防隊

55 伊澤　達也 渋谷 歌 青い栞/Galileo Galilei
あの日見た花の名前を

　　　　　　僕達はまだ知らない。

56 飯干　紘明 名古屋 語り 名探偵コナン 名探偵コナン

57 宮嵜　悠吾 名古屋 歌 限界突破サバイバー / 氷川きよし ドラゴンボール超

58 矢野　真未 大阪 歌 ライオン/May'n/中島愛 マクロスF

59 松方　嶺花 渋谷 歌 プラチナ/坂本真綾 カードキャプターさくら

60 寶田　真奈美 大阪 歌 星間飛行/ランカ・リー＝中島愛 マクロスF

61 福岡　みのり 名古屋 歌 美しき残酷な世界 / 日笠陽子 進撃の巨人

62 寺川　雄貴 名古屋 語り ちびまる子ちゃん ちびまる子ちゃん



15:40
～ 63 日高　史菜 名古屋 ピアノ 夢をかなえてドラえもん ドラえもん

64 原　早苗 渋谷 歌 ひこうき雲/荒井由実 風立ちぬ

65 三浦　衣理奈 福岡 歌 God knows.../涼宮ハルヒ(平野綾) 涼宮ハルヒの憂鬱

66 古川　礼彩 大阪 歌 一度だけの恋なら/ワルキューレ マクロス Δ

67 渡邉　睦 名古屋 ピアノ 炎 / LiSA 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編

68 石﨑　知代 渋谷 歌 ルパン三世 / 水木一郎 ルパン三世

69 松本　淳嗣 名古屋 歌 ペガサス幻想/MAKEーUP 聖闘士星矢

70 泊　恵里香 福岡 歌 怪物/YOASOBI BEASTARS

71 長江　明日香 名古屋 ピアノ ルパン三世のテーマ / ピート・マック・ジュニア ルパン三世

72 坂井　裕美 渋谷 歌 Catch the Moment / LiSA
劇場版 ソードアート・オンライン

 -オーディナル・スケール-

73 宮川　望 福岡 歌 Don't you see!/ZARD ドラゴンボールGT

74 加藤　紗也 名古屋 歌 シルシ / LiSA ソードアート・オンラインII

75 上園　幸彦 渋谷 歌 銀河鉄道999 / ゴダイゴ 銀河鉄道999

17:20 　　閉　演

16:35
～ 講　師　パ　フ　ォ　ー　マ　ン　ス


