
番号 学校名 作品名 表彰 最優秀 総⽂文 北北信越

2 上⽥田 絆奏でる別所線 優秀 ○ ○ ○

5 松本蟻ヶ崎 ⽷糸を織る、想いを織る 優秀

6 松商学園 挑戦.甦れ天使の囁き. 優秀 ○

1 松本深志 1枚、それとも15枚 優良良

3 梓川 美しきかなこのおやき 奨励

4 上⽥田染⾕谷丘 ⾳音楽と⽣生きる 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 最優秀 総⽂文 北北信越

1 松商学園 握りつづける愛.30年年にこめた想い. 優秀 ○

2 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 『⽴立立』が消えた⽇日 優秀 ○ ○

9 松商学園 ⽝犬命（けんめい）.⽣生命（いのち）をつなぐ絆. 優秀 ○ ○

3 岡⾕谷南 うなぎのまち岡⾕谷 優良良

5 松本蟻ヶ崎 伝承.硫硫⻩黄島からの⼿手紙. 優良良 ○

6 松本美須々ケ丘 結⼈人 優良良

8 上⽥田 広げる世界 優良良 ○

4 上⽥田染⾕谷丘 ヤツらはマジで地域を守る 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 最優秀 総⽂文 北北信越

4 上⽥田 私の壁 優秀

5 松商学園 掌（てのひら）.その先に⾒見見えるもの. 優秀 ○

1 松本蟻ヶ崎 rebirth 優良良

2 ⻑⾧長野⻄西 ⾃自⼰己中男の体験記 優良良

3 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 ⽣生徒の鑑 優良良

7 上⽥田染⾕谷丘 探偵たちの⻑⾧長き夜 優良良

8 松本蟻ヶ崎 Mate-‐‑‒mo 優良良
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13 松商学園 ⽥田中 　聖⼤大 男 優秀 23 松商学園 ⽯石川 　愛永 ⼥女女 優秀

21 松商学園 芳賀 　彩花 ⼥女女 優秀 25 上⽥田 ⼩小平 　絢⼦子 ⼥女女 優秀

32 上⽥田 幸⽥田 　紗⽮矢⾹香 ⼥女女 優秀 ○ 27 松商学園 ⼭山本 　穂 ⼥女女 優秀

33 松商学園 早川 　美波 ⼥女女 優秀 29 上⽥田 ⼭山崎 　佳菜⼦子 ⼥女女 優秀

34 松本蟻ヶ崎 ⼩小柳柳 　萌美 ⼥女女 優秀 ○ ○ 36 上⽥田 内堀 　佳穂 ⼥女女 優秀 ○ ○ ○

40 松本蟻ヶ崎 ⼭山本 　眞⼦子 ⼥女女 優秀 37 松商学園 瀬古 　千絵 ⼥女女 優秀 ○

41 松商学園 松倉 　可奈奈 ⼥女女 優秀 ○ ○ ○ 1 上⽥田 野⼝口 　愛実 ⼥女女 優良良

43 上⽥田 村⽥田 　⾹香菜 ⼥女女 優秀 2 松商学園 ⼩小松 　美幸 ⼥女女 優良良

44 岡⾕谷南 宮坂 　真実 ⼥女女 優秀 ○ ○ 7 ⻑⾧長野⻄西 ⽊木内 　佳菜 ⼥女女 優良良

1 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 御⼦子柴 　佑梨梨 ⼥女女 優良良 9 上⽥田 澤路路 　繭⼸弓 ⼥女女 優良良

4 松商学園 広⼭山 　星⾹香 ⼥女女 優良良 13 松商学園 星野 　空⾒見見 ⼥女女 優良良

12 岡⾕谷南 宮澤 　友梨梨 ⼥女女 優良良 14 上⽥田 服部 　建志 男 優良良

14 上⽥田 ⼩小林林 　⽇日⽐比輝 男 優良良 15 松本蟻ヶ崎 宮島 　琴美 ⼥女女 優良良

16 松本深志 ⽯石本 　樹⽊木 男 優良良 18 梓川 荒倉 　翔太 男 優良良 ○ ○

17 上⽥田染⾕谷丘 ⼩小平 　彩未 ⼥女女 優良良 22 上⽥田染⾕谷丘 川多 　茄那 ⼥女女 優良良

19 上⽥田 杉浦 　純⽮矢 男 優良良 26 松本深志 ⾼高⽊木 　菜々美 ⼥女女 優良良

25 岡⾕谷南 古屋 　優騎 男 優良良 30 松本美須々ケ丘 ⽊木村 　杏那 ⼥女女 優良良

26 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 ⼩小池 　薫 ⼥女女 優良良 31 上⽥田染⾕谷丘 ⾼高⽊木 　野花 ⼥女女 優良良 ○ ○

28 ⻑⾧長野⻄西 鈴鈴⽊木 　彩花 ⼥女女 優良良 34 松本深志 宮⼊入 　萌 ⼥女女 優良良 ○

29 上⽥田染⾕谷丘 ⿓龍龍野 　祐美⾹香 ⼥女女 優良良 35 松本蟻ヶ崎 ⻄西村 　歩 ⼥女女 優良良 ○

30 岡⾕谷南 ⼟土⽥田 　郁哉 男 優良良 3 松本蟻ヶ崎 召⽥田 　美和 ⼥女女 奨励

31 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 ⼾戸⾕谷 　爽太郎郎 男 優良良 4 松本深志 佐藤 　志織 ⼥女女 奨励

38 松本深志 丸⼭山 　正恵 ⼥女女 優良良 ○ 5 松本美須々ケ丘 市川 　舜也 男 奨励

39 上⽥田染⾕谷丘 依⽥田 　尚⼦子 ⼥女女 優良良 ○ 6 上⽥田染⾕谷丘 荻原 　真由⼦子 ⼥女女 奨励

42 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 森⼭山 　友貴 男 優良良 8 ⼤大町北北 江森 　聖弥 男 奨励

3 岡⾕谷南 櫻井 　愛⼸弓 ⼥女女 奨励 10 松商学園 上條 　彩星 ⼥女女 奨励

5 松本蟻ヶ崎 ⼤大和 　優花 ⼥女女 奨励 11 松本蟻ヶ崎 ⽚片岡 　絵理理 ⼥女女 奨励

7 松本深志 ⻘青⽊木 　哲 男 奨励 12 松本深志 中⻄西 　紀 男 奨励

8 ⻑⾧長野⻄西 ⼩小野塚 　海 ⼥女女 奨励 16 松本深志 佐野 　ちあき ⼥女女 奨励

9 ⼤大町北北 秋⼭山 　雅 ⼥女女 奨励 17 ⼤大町北北 太⽥田 　優海 ⼥女女 奨励

10 梓川 ⼩小沢 　育也 男 奨励 19 ⻑⾧長野⻄西 佐藤 　みちる ⼥女女 奨励

11 松本蟻ヶ崎 ⼩小松 　あさか ⼥女女 奨励 20 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 鈴鈴⽊木 　悠介 男 奨励

15 ⻑⾧長野県⻑⾧長野 宮下 　武也 男 奨励 21 松本美須々ケ丘 ⾚赤⽻羽 　祐⾹香 ⼥女女 奨励

18 ⻑⾧長野⻄西 ⽯石坂 　成美 ⼥女女 奨励 28 松本蟻ヶ崎 中村 　⾹香菜⼦子 ⼥女女 奨励

23 梓川 百瀬 　有沙 ⼥女女 奨励 32 ⻑⾧長野⻄西 鈴鈴⽊木 　雄⼤大 男 奨励

24 ⼤大町北北 勝野 　愛理理 ⼥女女 奨励 33 ⼤大町北北 堀⽥田 　拳太郎郎 男 奨励

27 松本深志 宮野 　⾥里里緒 ⼥女女 奨励 24 松本蟻ヶ崎 ⼩小幡 　絵美梨梨 ⼥女女 努⼒力力

35 梓川 中澤 　愛⾥里里 ⼥女女 奨励

36 ⼤大町北北 宮⽥田 　江理理 ⼥女女 奨励

37 ⻑⾧長野⻄西 逸⾒見見 　萌⾹香 ⼥女女 奨励

2 上⽥田 ⼟土屋 　梨梨沙 ⼥女女 努⼒力力

6 上⽥田染⾕谷丘 原 　美寿々 ⼥女女 努⼒力力

20 松本蟻ヶ崎 塩原 　克彦 男 努⼒力力

22 上⽥田千曲 ⽩白⽯石 　恵⼦子 ⼥女女 努⼒力力
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