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番 学校名 氏名 ふりがな 学年 性別 発表内容
1 松商学園 斉藤 綾 さいとう あや ２年 女 馬術に取り組む男子生徒について
2 松本蟻ヶ崎 西尾真由子 にしおまゆこ １年 女 部活について
3 岡谷南 小松 真奈 こまつ まな ３年 女 山岳部について
4 松本蟻ヶ崎 中山奈々美 なかやまななみ ３年 女 クラスの友人について
5 須坂 小林 優乃 こばやし ゆうの ２年 女 ｢もったいない｣を知らない高校生
6 大町北 原山 翔太 はらやま しょうた ３年 男 村上章子さんの活動
7 岡谷南 青山 祥子 あおやま しょうこ ２年 女 校用技師さんについて
8 松商学園 川崎 映里子かわさき えりこ ３年 女 放置自転車について
9 伊那弥生ヶ丘 矢野めぐみ やのめぐみ ３年 男 学校について

10 上田染谷丘高校小林 真知子こばやし まちこ １年 女 舞踊部部長の踊りに対する思い
11 松本蟻ヶ崎 栁澤朱美 やなぎさわあけみ １年 女 学校について
12 松商学園 錦織 ゆり にしきおり ゆり ３年 女 卓球部の女生徒について
13 大町北 関 綾香 せき あやか ２年 女 北高生にとってのアジアフ活動
14 松本美須々ヶ丘飯嶋 瑛大 いいじま あきひろ ２年 男 マジック同志会について
15 松商学園 久保田 紗生くぼた さき ２年 女 2年1組の朝の取り組みについて
16 大町北 山田 博子 やまだ ひろこ ２年 女 パン屋のおばちゃんについて
17 松本松南 高橋由衣 たかはしゆい １年 女 入学後の感想について
18 松本美須々ヶ丘野島 久沙世のじま ひさよ １年 女 進路学習で学んだもの
19 梓川 上原麻奈美 うえはら まなみ ２年 女 校内の木について
20 上田染谷丘高校関田 愛 せきた あい １年 女 ギターマンドリン部部長の音楽にかける思いと意気込み
21 長野 神田 泰斗 かんだ やすと ３年 男 応援練習について
22 岡谷南 藤原 彩加 ふじわら あやか ２年 女 校歌について
23 長野西 飯島 康浩 いいじま やすひろ １年 男 一茶祭について
24 岡谷南 小口 由貴 おぐち ゆき ２年 女 数学の濱先生について
25 長野清泉女学院倉嶋麻衣 くらしままい ２年 女 学校行事・聖母奉献式について
26 長野西 竹内 夏希 たけうち なつき ２年 女 西高のピアノについて
27 松本美須々ヶ丘石黒 未彩 いしぐろ みさ １年 女 バイオリン弾きの友だち
28 大町北 宮園 拡樹 みやぞの ひろき ２年 男 奥原先生のハチミツ作り
29 須坂 若林 諒 わかばやし りょう ２年 男 地域のイントネーション
30 岡谷南 武井 恵里 たけい えり ２年 女 校長先生について
31 松商学園 小松 香澄 こまつ かすみ ３年 女 クラッシックバレエに取り組む女生徒について
32 松本美須々ヶ丘清水 彩加 しみず あやか １年 女 中学校にいた高校教師
33 長野西 清水 唯 しみず ゆい ２年 女 西高寮について
34 上田染谷丘高校柳澤 裕美 やなぎさわ ひろみ ２年 女 ソフトボール部顧問の選手に対する思い
35 松本松南 渡邉由希 わたなべゆき ２年 女 こども祭りについて
36 松本蟻ヶ崎 清水芳恵 しみずよしえ １年 女 文化祭について
37 松本松南 上田実和 うえだみわ ２年 女 担任の交替について
38 梓川 福田 綾乃 ふくだ あやの １年 女 乗鞍高原体験学習について
39 上田 石坂理恵 いしざかりえ ２年 女 園芸同好会について
40 松本蟻ヶ崎 蔵野翔子 くらのしょうこ １年 女 蟻高の歴史について
41 松本美須々ヶ丘耳塚 奈菜 みみづか なな １年 女 高山先生の夢について
1 諏訪二葉 両角優佳 もろずみゆか ３年 女 「太郎物語―高校編―」
2 大町北 三浦 風美 みうら かざみ １年 女 「太郎物語―高校編―」
3 上田 酒井彩世子 さかいさよこ ３年 女 「太郎物語―高校編―」
4 諏訪二葉 藤森麻衣 ふじもりまい ３年 女 「二人がここにいる不思議」
5 松本蟻ヶ崎 松下実賀子 まつしたみかこ １年 女 「太郎物語―高校編―」
6 長野吉田 木村飛鳥 きむらあすか ２年 女 「二人がここにいる不思議」
7 須坂 白石 恭介 しらいし きょうすけ １年 男 「日本語と私」
8 松本松南 中嶋瑞穂 なかじまみずほ １年 女 「太郎物語―高校編―」
9 岡谷南 大澤 美咲 おおさわ みさき １年 女 「二人がここにいる不思議」

10 松本美須々ヶ丘秋山 大知 あきやま だいち ２年 男 「太郎物語―高校編―」
11 伊那弥生ヶ丘 宮下花織 みやしたかおり ２年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
12 長野吉田 大日方史野 おびなたふみや １年 男 「二人がここにいる不思議」
13 松本蟻ヶ崎 松山かおり まつやまかおり １年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
14 飯田風越 宗和 梓 そうわ あずさ ３年 女 「二人がここにいる不思議」
15 長野西 丸山 千絵 まるやま ちえ １年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
16 梓川 青柳 喬 あおやぎ たかし １年 男 『李陵・山月記』より「李陵」
17 岡谷南 小林あさ美 こばやし あさみ ３年 女 「二人がここにいる不思議」
18 松商学園 福田 愛里 ふくだ あいり ２年 女 「日本語と私」
19 岡谷南 野中 真李 のなか まり ３年 女 「二人がここにいる不思議」
20 長野西 森 菜生 もり なおみ ２年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
21 松本美須々ヶ丘宮井 博樹 みやい ひろき １年 男 「太郎物語―高校編―」
22 須坂 七海 伸也 ななうみ のぶや １年 男 「日本語と私」
23 松本松南 永井衣香 ながいきぬか ２年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
24 長野西 伊藤 莉恵 いとう りえ １年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
25 松本蟻ヶ崎 堤翔子 つつみしょうこ １年 女 「二人がここにいる不思議」
26 長野 毛利 芙美 もうり ふみ ３年 女 「二人がここにいる不思議」
27 須坂 柳沢 美里 やなぎさわ みさと １年 女 「太郎物語―高校編―」
28 大町北 竹内 真結 たけうち まゆ １年 女 「日本語と私」
29 長野 塚田 彩乃 つかだ あやの ２年 女 「日本語と私」
30 梓川 宮里 麻美 みやざと まみ ３年 女 「日本語と私」
31 長野西 三澤 千夏 みさわ ちなつ ２年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
32 上田染谷丘高校山浦 和樹 やまうら かずき １年 男 「太郎物語―高校編―」
33 松本美須々ヶ丘船戸 貴也 ふなと たかや １年 男 「太郎物語―高校編―」
34 長野 桜井 佑哉 さくらい ゆうや ２年 男 「太郎物語―高校編―」
35 松本蟻ヶ崎 久保田京 くぼたみやこ ２年 女 「雨月物語」
36 松本深志 林 樹 はやし いずき ３年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
37 松本美須々ヶ丘小林 彩香 こばやし あやか １年 女 「二人がここにいる不思議」
38 松商学園 新井 愛奈 あらい まな ３年 女 「二人がここにいる不思議」
39 岡谷南 瀧上 悦子 たきがみ えつこ ２年 女 「太郎物語―高校編―」
40 長野清泉女学院関谷あづみ せきやあづみ ２年 女 「太郎物語―高校編―」
41 松商学園 藤森 晴菜 ぶじもり はるな ２年 女 「太郎物語―高校編―」
42 長野 村山 晶子 むらやま しょうこ ２年 女 「太郎物語―高校編―」
43 須坂 小林 知佳 こばやし ちか １年 女 「太郎物語―高校編―」
44 梓川 井口 実咲 いぐち みさき １年 女 「日本語と私」
45 松本松南 田中和香葉 たなかわかば ２年 女 「太郎物語―高校編―」
46 飯田風越 村松 彩 むらまつ あや ３年 女 「雨月物語」
47 大町北 平林 真 ひらばやし まこと ３年 男 「二人がここにいる不思議」
48 松商学園 石田 芙弓 いしだ ふゆみ ３年 女 「太郎物語―高校編―」
49 梓川 小林 愛友美こばやし あゆみ ２年 女 「日本語と私」
50 上田 両角佳菜子 もろずみかなこ ３年 女 「二人がここにいる不思議」
51 大町北 森田 優 もりた ゆう ３年 女 「二人がここにいる不思議」
52 飯田風越 宮嶋 かおり みやじま かおり ２年 女 『李陵・山月記』より「李陵」
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