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22 ⻑⾧長野 ⾦金金⼦子  弥⽣生 ⼥女女 優秀 ○ 9 ⻑⾧長野⻄西 鈴鈴⽊木 　彩花 ⼥女女 優秀 ○ ○

23 梓川 川添 　安希⼦子   ⼥女女 優秀 ○ ○ 16 岡⾕谷南 ⽥田村 　はるか ⼥女女 優秀

32 岡⾕谷南 ⽮矢野 　拓拓実 男 優秀 ○ ○ ○ 29 岡⾕谷南 ⼩小幡 　由梨梨佳 ⼥女女 優秀

35 松商学園 堀内 　万優⼦子   ⼥女女 優秀 ○ 33 上⽥田染⾕谷丘 ⼩小平彩未 ⼥女女 優秀 ○ ○

36 上⽥田 岡⽥田 　美優 ⼥女女 優秀 45 松商学園 星野空⾒見見   ⼥女女 優秀 ○ ○ ○

44 松商学園 上條 　彩星   ⼥女女 優秀 46 松本蟻ヶ崎 松浦 　亜梨梨紗 ⼥女女 優秀 ○

46 上⽥田 野⼝口 　愛実 ⼥女女 優秀 ○ ○ 49 岡⾕谷南 宮澤 　友梨梨 ⼥女女 優秀 ○

1 松本蟻ヶ崎 細川 　栞 ⼥女女 優良良 11 上⽥田 ⻑⾧長⾕谷川 　智彦 男 優良良

9 松商学園 ⼭山崎 　⾐衣⾥里里⼦子   ⼥女女 優良良 14 松本蟻ヶ崎 内⼭山 　瑛惠 ⼥女女 優良良

10 上⽥田 ⼩小宮⼭山 　岬 ⼥女女 優良良 17 上⽥田染⾕谷丘 伊藤汐⾥里里 ⼥女女 優良良

11 ⻑⾧長野 伊東  ⼤大輝 男 優良良 20 ⻑⾧長野⻄西 北北島 　芽依 ⼥女女 優良良

12 上⽥田染⾕谷丘 ⾦金金⼭山ひなた ⼥女女 優良良 21 上⽥田染⾕谷丘 ⻄西村英恵 ⼥女女 優良良

16 岡⾕谷南 萩原 　佑汰 男 優良良 25 松本蟻ヶ崎 ⾼高橋 　拓拓⼰己 男 優良良

18 上⽥田染⾕谷丘 ⼟土肥瑞季 ⼥女女 優良良 32 松本蟻ヶ崎 ⽔水流流 　帆⾹香 ⼥女女 優良良

19 松商学園 百瀬千尋   ⼥女女 優良良 34 松商学園 相澤友暉   男 優良良

21 上⽥田 千野 　匠 男 優良良 36 岡⾕谷南 ⼟土⽥田 　郁哉 男 優良良

24 ⼤大町北北 ⽥田中 　将乃祐 男 優良良 39 松本美須々ヶ丘 横内 　恵美 ⼥女女 優良良

25 松商学園 中野舞⼦子   ⼥女女 優良良 41 ⻑⾧長野⻄西 徳武 　紗綺 ⼥女女 優良良

26 ⻑⾧長野 眞関  佳鈴鈴 ⼥女女 優良良 42 松本深志 ⽯石本 　樹⽊木 男 優良良

27 上⽥田染⾕谷丘 瀧澤利利周 男 優良良 44 上⽥田 ⼭山⼝口 　綾綾野 ⼥女女 優良良

30 松本深志 佐藤 　優 ⼥女女 優良良 47 ⻑⾧長野 ⿊黒川  敏郎郎 男 優良良 ○

31 松本美須々ヶ丘 ⼩小松 　佳恵 ⼥女女 優良良 48 上⽥田染⾕谷丘 原美寿々 ⼥女女 優良良

33 ⻑⾧長野⻄西 池⽥田 　菜々美 ⼥女女 優良良 2 松本蟻ヶ崎 ⻄西⼭山 　響 ⼥女女 奨励

37 ⻑⾧長野 宮下  瑛帆 ⼥女女 優良良 3 岡⾕谷南 ⽮矢﨑 　友吾 男 奨励

38 上⽥田染⾕谷丘 荻原真由⼦子 ⼥女女 優良良 4 ⻑⾧長野 宮本  靖⼤大 男 奨励

40 梓川 ⼩小林林 　葵   ⼥女女 優良良 5 上⽥田染⾕谷丘 中嶋美緒 ⼥女女 奨励

42 松本蟻ヶ崎 寺脇 　愛 ⼥女女 優良良 ○ 6 上⽥田 ⼤大塚 　遥加 ⼥女女 奨励

45 上⽥田染⾕谷丘 川多 　茄那 ⼥女女 優良良 7 須坂 ⼤大硲  多恵 ⼥女女 奨励

2 上⽥田染⾕谷丘 佐藤紫穂⾥里里 ⼥女女 奨励 8 松本深志 飯沼 　天空 男 奨励

3 上⽥田 依⽥田 　和樹 男 奨励 10 ⼤大町北北 齋藤 　希望 ⼥女女 奨励

4 松商学園 川端慎平   男 奨励 13 ⻑⾧長野 丸⼭山  ⼤大貴 男 奨励

5 ⻑⾧長野 ⼩小林林  楓 ⼥女女 奨励 15 須坂 宮⼊入  亮亮介 男 奨励

6 松本深志 ⼩小林林 　菫 ⼥女女 奨励 18 松本美須々ヶ丘 横澤 　友⾹香 ⼥女女 奨励

8 ⼤大町北北 浜⽥田 　祐太朗 男 奨励 19 松本深志 鈴鈴⽊木 　優⼦子 ⼥女女 奨励

13 松本蟻ヶ崎 勝⼜又 　早紀⼦子 ⼥女女 奨励 22 ⻑⾧長野 ⿊黒岩  眞帆 ⼥女女 奨励

14 ⻑⾧長野⻄西 佐藤 　みちる ⼥女女 奨励 23 松商学園 池⽥田栞菜   ⼥女女 奨励

15 松本美須々ヶ丘 市川 　舜也 男 奨励 24 須坂 秋本  遥基 男 奨励

17 松本深志 ⼭山本 　桃⼦子 ⼥女女 奨励 26 上⽥田 ⾦金金野 　明由美 ⼥女女 奨励

20 松本蟻ヶ崎 ⼤大和 　優花 ⼥女女 奨励 27 上⽥田千曲 倉島 　琴美 ⼥女女 奨励

28 上⽥田 ⼩小林林 　祐仁 男 奨励 28 ⼤大町北北 桑本 　綾綾夏 ⼥女女 奨励

29 松本蟻ヶ崎 ⿊黒内 　百⾳音 ⼥女女 奨励 30 松本深志 ⻘青⽊木 　哲 男 奨励

34 松本蟻ヶ崎 ⽥田澤 　みなみ ⼥女女 奨励 31 ⻑⾧長野⻄西 ⼩小出 　⽊木の実 ⼥女女 奨励

39 ⼤大町北北 ⼤大橋 　瑠奈奈 ⼥女女 奨励 35 須坂 加藤  菜穂 ⼥女女 奨励

41 松本深志 佐藤 　志織 ⼥女女 奨励 37 ⻑⾧長野 ⼯工藤  颯⼀一郎郎 男 奨励

43 ⻑⾧長野 ⽵竹内  茉由 ⼥女女 奨励 38 上⽥田 櫻井 　康介 男 奨励

40 ⼤大町北北 江森 　聖弥 男 奨励
43 須坂 塩﨑  美樹 ⼥女女 奨励
1 松商学園 中垣⾹香⾵風   ⼥女女 努⼒力力
12 松商学園 召⽥田侑希   男 努⼒力力

アナウンス部門 朗読部門
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4 松商学園 琴葉葉 　〜～想いを⾳音にこめて〜～   優秀 ○
7 松本蟻ヶ崎 ちぃおばちゃんと私 優秀 ○ ○ ○
1 ⼤大町北北 川と川 優良良
5 ⻑⾧長野 進もう、相撲。 優良良
6 松本美須々ヶ丘 暗闇レストラン 優良良
3 上⽥田 街を描く 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 TSB賞 総⽂文 北北信越

8 松本深志 休まない学校 優秀 ○ ○ ○
12 松商学園 86歳のピーターパン   優秀 ○
1 松商学園 今⽇日の聞き⼿手は明⽇日の語り⼿手   優良良 ○
3 岡⾕谷南 シルクの灯り 優良良 ○
5 上⽥田 ねずこん活動チュウ!! 優良良
6 松本蟻ヶ崎 ミチなる世界 優良良 ○
9 ⼤大町北北 シードバンク〜～いのちの種をつないで〜～ 優良良
10 岡⾕谷南 たいむ諏訪っぷお姫様 優良良
11 松本美須々ヶ丘 久保⽥田さんの万年年筆 優良良
2 松本美須々ヶ丘 道祖神祭り 奨励
4 上⽥田染⾕谷丘 ⻘青い⽬目の若若旦那 奨励
7 梓川 おいでよ、とうじそばの⾥里里 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 TSB賞 総⽂文 北北信越

1 松商学園 この空の下で   優秀
6 ⻑⾧長野 名探偵⿊黒川 優秀 ○
4 松本蟻ヶ崎 The 　Universe 優良良
2 岡⾕谷南 密着!!    Ｏ・Ｍ⾼高校放送部 奨励
5 ⻑⾧長野⻄西 イーストマンカラーは⾊色あせない 奨励

テレビフリー（ＴＦ）部門
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オーディオピクチャー（ＡＰ）部門

ビデオメッセージ（ＶＭ）部門


