
No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ 全国 北北信越 No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ 全国 北北信越

1 松本美須々ヶ丘 ⼀一期⼀一会 優良良 1 岡⾕谷南 ホントのつながり 優秀 ○ ○

2 松商学園 ⾳音届け物 優秀 ○ ○ ○ 2 松本深志 先⽣生、なんて呼ぶ？ 優秀 ○

3 松本蟻ヶ崎 天国からのメロディー 優良良 ○ 3 松商学園 Where  Everyone  Smiles 優良良

4 上⽥田 本物の味を求めて 奨励 4 上⽥田 昆な⾷食べ物⾍虫できない 優秀 ○

5 ⻑⾧長野 現代に⽣生きる忍者 優良良 5 岡⾕谷南 六六本の⼼心の絆 優良良

6 ⼤大町北北 さとしさんからの贈り物 優良良 6 ⼤大町北北 Gift〜～⼤大地の味を召し上がれ〜～ 優秀 ○ ○ ○

CM部門

No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ

1 上⽥田千曲 電卓の極み 奨励 2 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 トモダチ 奨励

2 松本美須々ヶ丘 美須々ヶ丘１ 優秀 3 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 ⼈人の価値 奨励

3 松本蟻ヶ崎 蟻のままに 優良良 4 松本蟻ヶ崎 MILKを脱ぎ捨てて 優良良

4 須坂 須坂⾼高校紹介CM1 優秀 5 ⻑⾧長野 ＯＦＴＮ 　〜～オフトゥン〜～ 優秀 ○

5 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 仲間 奨励 6 ⻑⾧長野⻄西 はるが来た 優良良

6 ⼤大町北北 ⼤大町ガクヨウ⾼高校 優秀 ○ 7 松商学園 PEACE 優秀

7 上⽥田千曲 機械科の魅⼒力力 奨励 8 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 出会う奇跡 奨励

8 梓川 かわこう。 奨励

9 松本美須々ヶ丘 美須々ヶ丘２ 優良良

11 ⻑⾧長野⻄西 素晴らしき僕らの⻄西⾼高 奨励

12 須坂 須坂⾼高校紹介CM2 奨励

13 松本蟻ヶ崎 それって蟻？ 優秀

14 上⽥田千曲 今⽇日のお昼のご飯 優良良

15 松本美須々ヶ丘 美須々ヶ丘３ 優良良

No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ 全国 北北信越 No 学校名 ⽒氏名 結果 ＴＳＢ 全国 北北信越

1 梓川 川添 　安希⼦子 優秀 ○ 1 ⼤大町北北 平川 　紗奈奈 優良良 ○

2 上⽥田 ⼩小宮⼭山 　岬 優良良 2 上⽥田染⾕谷丘 中嶋 　美緒 優良良

3 松商学園 ⽻羽⽥田野 　楓 優良良 3 ⻑⾧長野 ⾦金金⼦子 　弥⽣生 優秀

4 松商学園 丸⼭山 　果鈴鈴 優秀 ○ ○ ○ 4 松本蟻ヶ崎 髙⽊木 　咲実 優良良

5 松本蟻ヶ崎 細川 　栞 優秀 5 上⽥田染⾕谷丘 ⻄西村 　英恵 優良良 ○

6 上⽥田千曲 倉島 　琴美 優秀 ○ 6 上⽥田染⾕谷丘 伊藤 　汐⾥里里 優良良

7 松商学園 ⼭山﨑 　⾐衣⾥里里⼦子 優良良 7 上⽥田 ⻑⾧長⾕谷川 　智彦 優良良 ○ ○

8 松商学園 ⼩小倉 　萌々⾹香 優良良 8 岡⾕谷南 ⼩小幡 　由梨梨佳 優秀 ○

9 ⻑⾧長野 眞関 　佳鈴鈴 優秀 ○ 9 ⻑⾧長野 ⿊黒川 　敏郎郎 優秀 ○ ○ ○

10 岡⾕谷南 ⽥田村 　はるか 優秀 10 ⻑⾧長野 ⼯工藤 　颯⼀一郎郎 優秀

11 ⼤大町北北 ⽥田中 　将乃祐 優秀 ○ ○ 11 松本深志 鈴鈴⽊木 　優⼦子 優良良 ○ ○

12 岡⾕谷南 勝野 　聖夜 優秀 ○ ○ 12 ⻑⾧長野 ⿊黒岩 　眞帆 優良良
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オーディオピクチャー部門

アナウンス部門

ビデオメッセージ部門

テレビフリー部門

朗読部門



ビデオメッセージ部門 アナウンス部門 朗読部門
No 学校名 ⽒氏名 結果 No 学校名 ⽒氏名 結果 No 学校名 ⽒氏名 結果

1 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 ⾃自然×伝統×ウェディング 奨励 1 ⻑⾧長野 鈴鈴⽊木 　晴⾹香 奨励 1 ⻑⾧長野 横嶋 　匡孝 奨励

2 岡⾕谷南 ホントのつながり 決勝 2 松商学園 徳永 　若若菜 奨励 2 上⽥田染⾕谷丘 望⽉月 　陽菜 優良良

3 ⻑⾧長野 ⾶飛花落落葉葉 優良良 3 上⽥田染⾕谷丘 ⼤大島 　征悟 奨励 3 松本蟻ヶ崎 須々⽊木 　秀 奨励

4 ⼤大町北北 Gift〜～⼤大地の味を召し上がれ〜～ 決勝 4 上⽥田 中村 　聖⼦子 優良良 4 ⻑⾧長野⻄西 武⽥田 　莉央 奨励

5 松本蟻ヶ崎 罠 優良良 5 松本蟻ヶ崎 相澤 　愛 奨励 5 松商学園 ⼩小林林 　知裕 優良良

6 松商学園 Where  Everyone  Smiles 決勝 6 岡⾕谷南 芳澤 　鈴鈴乃 奨励 6 松本美須々ヶ丘 唐⽊木 　シエナ 奨励

7 梓川 伝統⽂文化を後世へ 優良良 7 ⻑⾧長野 池嶋 　優 優良良 7 ⼤大町北北 平川 　紗奈奈 決勝

8 松本美須々ヶ丘 ⾖豆富 優良良 8 ⼤大町北北 ⼤大塚 　彩加 優良良 8 岡⾕谷南 宮坂 　勇佑 奨励

9 上⽥田染⾕谷丘 「杜⽒氏」を知ろう！ 優良良 9 松商学園 崔 　美蘭 優良良 9 上⽥田染⾕谷丘 ⽥田中 　 　愛美 優良良

10 松本深志 先⽣生、なんて呼ぶ？ 決勝 10 松本蟻ヶ崎 ⼩小林林 　勇介 奨励 10 上⽥田 ⻑⾧長⾕谷川 　智彦 決勝

11 上⽥田 昆な⾷食べ物⾍虫できない 決勝 11 梓川 丸⼭山 　奈奈々 優良良 11 松本蟻ヶ崎 鈴鈴⽊木 　聡⾺馬 優良良

12 岡⾕谷南 六六本の⼼心の絆 決勝 12 ⻑⾧長野 平井 　真希 優良良 12 梓川 鰐川 　朋恵   奨励

13 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 家族で考える鏡池・⼤大座法師の魅⼒力力 奨励 13 上⽥田染⾕谷丘 清⽔水 　瑛介 奨励 13 ⻑⾧長野 宮下 　瑛帆 優良良

14 ⻑⾧長野 吹き返せ⾨門前町！ 優良良 14 上⽥田 三⽊木 　菜⽉月 優良良 14 ⻑⾧長野⻄西 ⼩小⼭山 　耕太郎郎 優良良

15 岡⾕谷南 ⾦金金⼦子 　達也 優良良 15 松商学園 伊藤 　彩乃 優良良

16 松商学園 ⼩小倉 　萌々⾹香 決勝 16 松本深志 鈴鈴⽊木 　優⼦子 決勝

17 ⻑⾧長野 吉池 　瑛留留 優良良 17 松本蟻ヶ崎 宇治 　紗彩 努⼒力力

18 松本美須々ヶ丘 ⼩小松 　佳恵 　 優良良 18 ⻑⾧長野 宮本 　靖⼤大 優良良

19 ⼤大町北北 ⽥田中 　将乃祐 決勝 19 上⽥田染⾕谷丘 鷹野 　翔 優良良

20 上⽥田 ⼩小宮⼭山 　岬 決勝 20 岡⾕谷南 桑澤 　尚暉 優良良

21 上⽥田染⾕谷丘 塚⽥田 　莉奈奈 優良良 21 ⼤大町北北 浜⽥田 　祐太朗 優良良

22 上⽥田千曲 倉島 　琴美 決勝 22 松本美須々ヶ丘 柳柳沢 　光玲玲 優良良

23 ⻑⾧長野⻄西 池⽥田 　菜々美 優良良 23 ⻑⾧長野⻄西 ⼩小出 　慈⾬雨 奨励

24 松本深志 柳柳原 　真由 奨励 24 上⽥田千曲 滝澤 　誇有我 奨励

25 松本蟻ヶ崎 ⽝犬飼 　由乃 奨励 25 松本蟻ヶ崎 駿河 　充 努⼒力力

26 ⻑⾧長野 齋藤 　柊 優良良 26 上⽥田 中⼭山 　雅⼈人 優良良

27 松商学園 ⽻羽⽥田野 　楓 決勝 27 梓川 花村 　彩果   奨励

28 岡⾕谷南 勝野 　聖夜 決勝 28 ⻑⾧長野 ⿊黒岩 　眞帆 決勝

29 上⽥田 千野 　匠 優良良 29 松商学園 市瀬 　恵 優良良

30 松本蟻ヶ崎 勝⼜又 　早紀⼦子 優良良 30 上⽥田染⾕谷丘 井出 　忍 優良良

31 ⻑⾧長野 ⽵竹内 　耀 奨励 31 ⻑⾧長野⻄西 ⼭山本 　知沙 優良良

32 上⽥田染⾕谷丘 ⾦金金⼭山 　ひなた 優良良 32 松本美須々ヶ丘 杉浦 　はるか 奨励

33 梓川 川添 　安希⼦子 決勝 33 岡⾕谷南 武⽥田 　玲玲奈奈 優良良

34 松商学園 丸⼭山 　果鈴鈴 決勝 34 ⼤大町北北 齋藤 　希望 優良良

35 ⼤大町北北 桑本 　綾綾夏 優良良 35 上⽥田染⾕谷丘 ⻄西村 　英恵 決勝

36 ⻑⾧長野 眞関 　佳鈴鈴 決勝 36 ⻑⾧長野 ⿊黒川 　敏郎郎 決勝

37 岡⾕谷南 ⽥田村 　はるか 決勝 37 松本蟻ヶ崎 藤原 　岳⽮矢 優良良

38 松本蟻ヶ崎 細川 　栞 決勝 38 松本深志 ⼩小林林 　菫 優良良

39 上⽥田染⾕谷丘 佐藤 　紫穂⾥里里 優良良 39 松商学園 坂井 　廉 優良良

40 上⽥田 依⽥田 　和樹 優良良 40 ⻑⾧長野⻄西 北北島 　芽依 優良良

41 松商学園 ⼭山﨑 　⾐衣⾥里里⼦子 決勝 41 ⻑⾧長野 ⾦金金⼦子 　弥⽣生 決勝

42 ⻑⾧長野 伊東 　⼤大輝 優良良 42 松本蟻ヶ崎 遠藤 　亜実 優良良

43 梓川 寺島 　菜緒   優良良

44 上⽥田 ⼤大塚 　遥加 優良良

45 上⽥田染⾕谷丘 伊藤 　汐⾥里里 決勝

46 岡⾕谷南 ⼩小幡 　由梨梨佳 決勝

47 松本美須々ヶ丘 横澤 　友⾹香 優良良

48 ⼤大町北北 ⼤大橋 　瑠奈奈 優良良

49 松商学園 永原 　恵⾥里里花 努⼒力力

50 ⻑⾧長野⻄西 徳武 　紗綺 優良良

51 ⻑⾧長野 ⼯工藤 　颯⼀一郎郎 決勝

52 上⽥田染⾕谷丘 中嶋 　美緒 決勝

53 松本蟻ヶ崎 髙⽊木 　咲実 決勝
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