
No 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ 全国 北信越 No 部⾨ 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ 全国 北信越

1 ⻑野 花⽕師の誇り 優良 1 アナウンス 岡⾕南 武⽥ 玲奈 優秀 ○ ○

2 松本蟻ヶ崎 稲核を伝える 優良 2 アナウンス 松本深志 根津葵 優良 ○ ○

3 松本深志 40年⽬のホームルーム 優秀 ○ ○ ○ 3 アナウンス 松商学園 広瀬 美⾵ 優良

4 ⻑野⽇⼤ こだわりの信州そば〜あなたのもとへ〜 優良 4 アナウンス 岡⾕南 林 彩乃 優良

5 ⼤町岳陽 岳⼈、歌⼈、偉⼈？ 優良 5 アナウンス 上⽥染⾕丘 塚⽥ 莉奈 優良 ○

6 岡⾕南 世界にハッシン！ 優良 6 アナウンス 岡⾕南 桑澤 尚暉 優良

7 上⽥ 美味しいおもてなし 奨励 7 アナウンス ⼤町岳陽 ⼤塚 彩加 優良 ○

8 松本美須々ヶ丘 本を売る 優良 8 アナウンス 岡⾕南 勝野 聖夜 優秀

9 松商学園 道 〜唐丸にかける愛〜 優秀 ○ 9 アナウンス 松商学園 丸⼭ 果鈴 優秀 ○ ○ ○

10 アナウンス 上⽥ 宮⽥ 和 優良 ○

11 アナウンス 岡⾕南 宮坂 勇佑 優良

No 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ 全国 北信越

1 松商学園 愛の往復切符 優良 ○

2 松本美須々ヶ丘 たすけ隊 優良 No 部⾨ 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ 全国 北信越

3 岡⾕南 No Kirie, No Life 優秀 ○ 1 朗読 上⽥染⾕丘 望⽉ 陽菜 優良 ○

4 松本深志 どうする？学校から出る⾳ 優秀 ○ 2 朗読 松本蟻ヶ崎 筒井 ⿇⾥奈 優良

5 岡⾕南 テルマエ・カタクラ 優秀 ○ 3 朗読 松本美須々ヶ丘⽊⼾岡 由起 優良 ○

6 ⼤町岳陽 くじらぐもにのって 優秀 ○ ○ ○ 4 朗読 上⽥ ⾅⽥ 野乃実 優良

6 松本蟻ヶ崎 じじがつくったまちで 優良 5 朗読 ⼤町岳陽 平川 紗奈 優秀 ○ ○

6 朗読 松本蟻ヶ崎 宇治 紗彩 優秀 ○ ○ ○

7 朗読 上⽥ 中村  聖⼦ 優良 ○ ○

No 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ 8 朗読 松商学園 市瀬 恵 優良

1 松本蟻ヶ崎 ひかれる想い 優良 9 朗読 上⽥ 濱地 駿作 優良

2 松本美須々ヶ丘 美須々1 優良 10 朗読 上⽥染⾕丘 鷹野 翔 優良

3 ⼤町岳陽 こんな信州総⽂は嫌だ！？ 奨励 11 朗読 松商学園 武井 健登 優良 ○

4 ⻑野⼥⼦ 伝えたいのは 奨励

5 上⽥千曲 ⼭の中の滝 奨励

6 ⻑野吉⽥ 事件です！ 奨励

7 上⽥ 信州総⽂祭を紹介する（仮） 優秀

8 松本蟻ヶ崎 おめさ、来るかヤ？ 優良

9 松本深志 魔法のりんご 優秀

10 岡⾕南 ググるな○○ 優良

11 松本美須々ヶ丘 美須々2 奨励

12 ⼤町岳陽 信州総⽂CM（仮） 優秀

13 ⻑野⼥⼦ 進んでいく時間と私たち 優良

14 松本蟻ヶ崎 ⼀瞬 優秀 ○

15 松本美須々ヶ丘 美須々3 奨励

No 学校名 ⽒名 結果 ＴＳＢ

1 ⻑野⼥⼦ 第⼆次試験戦争 奨励

2 ⻑野⻄ Re:friend 優良

3 ⻑野 このボランティア部は意識が低い 優良

4 岡⾕南 仕事⼈ 校⽤技師藤森末麿 優秀

5 上⽥ 誤算 優良

6 松商学園 Try Changing Angle 優秀

7 上⽥染⾕丘 Santa Close 優秀 ○

8 松本蟻ヶ崎 To Be Continued... 優秀

9 ⻑野⼥⼦ 探偵クラブ 優良

第３５回ＴＳＢ杯長野県高校新人放送コンテスト　決勝結果（2016.11.27）

オーディオピクチャー部門

ビデオメッセージ部門

CM部門

テレビ番組フリー

朗読部門
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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 ⽒名 結果 No 学校名 ⽒名 結果 No 学校名 ⽒名 結果

1 梓川 ぶてん 優良 1 松商学園 丸⼭ 莉輝 奨励 1 松商学園 内⽥ ⿇菜 優良

2 岡⾕南 テルマエ・カタクラ 決勝 2 松本蟻ヶ崎 遠⼭ 菜々花 奨励 2 上⽥染⾕丘 番場 翔 優良

3 松本深志 どうする？学校から出る⾳ 決勝 3 岡⾕南 河⻄ 哲弥 優良 3 ⻑野⻄ ⼤井 莉⼦ 奨励

4 上⽥ つにゃがり 優良 4 ⻑野 ⼾村光佑 奨励 4 松本蟻ヶ崎 ⽯川 真⽩ 奨励

5 松商学園 愛の往復切符 決勝 5 ⼤町岳陽 松澤 海⾶ 奨励 5 上⽥ ⼩倉 紫⽉ 優良

6 松本蟻ヶ崎 じじがつくったまちで 決勝 6 松商学園 遠藤 妃菜乃 優良 6 松本美須々ヶ丘 ⽯川 彩楠 奨励

7 松本美須々ヶ丘 たすけ隊 決勝 7 松本蟻ヶ崎 中⻄ あかり 奨励 7

8 ⻑野⼥⼦ ⻑寿の原因を暴け 奨励 8 岡⾕南 島⽴ 雄⽃ 奨励 8 ⻑野⻄ ⽵⼊ 彩奈 優良

9 飯⽥ 故郷のりんご並⽊ 奨励 9 ⻑野⻄ 渡辺 ⽇菜⼦ 奨励 9 ⻑野吉⽥ 原⽥ 佳奈 優良

10 ⼤町岳陽 くじらぐもにのって 決勝 10 松本深志 ⾼橋昌暉 奨励 10

11 ⻑野 三つ⼦の魂百まで 優良 11 ⻑野⽇⼤ 遠藤 千智 奨励 11 岡⾕南 ⾦⼦ 達也 優良

12 上⽥染⾕丘 伝える・聞く・思いやる 優良 12 上⽥ 内川 実優 優良 12 松商学園 武井 健登 決勝

13 岡⾕南 No Kirie, No Life 決勝 13 松本美須々ヶ丘 ⾚⽻ 真萌 優良 13 上⽥染⾕丘 ⼭中 桃夏 奨励

14 梓川 はた×はた 優良 14 梓川 寺島 捷⼈  奨励 14 松本蟻ヶ崎 吉丸 楓 優良

15 上⽥染⾕丘 ⼤内 葉⽉ 優良 15 松本美須々ヶ丘 ⽊⼾岡 由起 決勝

16 岡⾕南 藤森 俊哉 優良 16 上⽥ ⾅⽥ 野乃実 決勝

17 松本蟻ヶ崎 野村 梓⼸ 奨励 17 ⻑野⻄ 笠井 翔⼦ 奨励

18 松商学園 降旗 ⾹織 奨励 18 須坂東 ⿊岩 侑⽣ 奨励

19 ⼤町岳陽 守⾕ 紗楽 優良 19 上⽥染⾕丘 ⽥中 愛美 優良

20 ⻑野 ⼟屋佑太 奨励 20 松本蟻ヶ崎 筒井 ⿇⾥奈 決勝

21 松本蟻ヶ崎 ⾚⽻ 郁弥 優良 21 ⼤町岳陽 平川 紗奈 決勝

22 岡⾕南 下條 愛菜 優良 22 ⻑野⼥⼦ 佐々⽊陽菜 奨励

23 23 ⻑野 新井世望 優良

24 梓川 上條 優作 24 松商学園 市瀬 恵 決勝

25 上⽥ 宮⽥ 和 決勝 25 松本美須々ヶ丘 塩原 崇史 優良

26 松本深志 前川素絵 奨励 26 上⽥ 濱地 駿作 決勝

27 松本美須々ヶ丘 廣瀬 梓 奨励 27 岡⾕南 芳澤 鈴乃 奨励

28 ⻑野⽇⼤ ⽥中  柚⽻ 奨励 28 ⻑野⻄ ⼩⼭ 耕太郎 優良

29 ⻑野⻄ 松林 奈緒 優良 29 松本深志 ⼩野智也 優良

30 松商学園 伊藤 和⾺ 優良 30 松商学園 伊藤 彩乃 優良

31 岡⾕南 林 彩乃 決勝 31 松本蟻ヶ崎 須々⽊ 秀 奨励

32 松本蟻ヶ崎 ⾼野 優⾹ 優良 32 上⽥染⾕丘 鷹野 翔 決勝

33 ⻑野 平井真希 優良 33 ⻑野吉⽥ 恒本 唯花 優良

34 ⼤町岳陽 ⽻⽥ 紗久良 奨励 34 ⻑野⼥⼦ 溝⼝愛結 奨励

35 上⽥染⾕丘 春⽇ 菜々⼦ 優良 35 上⽥ 中村  聖⼦ 決勝

36 ⻑野吉⽥ 宮本 紗希 優良 36 松本美須々ヶ丘 柳沢 光玲 優良

37 松商学園 ⻘⽊ 陽捺 優良 37 上⽥染⾕丘 望⽉ 陽菜 決勝

38 岡⾕南 ⼩嶋 芽吹 優良 38 ⻑野⻄ ⼭本 知沙 優良

39 松本蟻ヶ崎 吉川 碧唯 優良 39 松本蟻ヶ崎 宇治 紗彩 決勝

40 ⻑野⻄ 加藤 直樹 優良 40 松商学園 ⾼橋 陸歩 優良

41 松本美須々ヶ丘 唐⽊ シエナ 優良

42 松本深志 根津葵 決勝

43 長野日大 田中 杏花音 奨励

44 上田 森山　龍真 優良

45 梓川 川上　莉子 奨励

46 岡谷南 桑澤　尚暉 決勝

47 松本蟻ヶ崎 早川　宝花 優良

48 松商学園 小倉　萌々香 優良

49 大町岳陽 丸山　拓哉 優良

50 長野 齋藤柊 優良

51 松本蟻ヶ崎 川上　千華 優良

52 松商学園 大池　祐作 奨励

53 岡谷南 宮坂　勇佑 決勝

54 上田染谷丘 塚田　莉奈 決勝

第３５回ＴＳＢ杯長野県高校新人放送コンテスト　予選結果（2016.11.26）


