
番号 学校名 作品名 表彰 全国 ＮＨＫ
1 上⽥ ○○なんて⼤嫌い 優秀 ○
2 松商学園 ⽣命のメッセージ 優秀 ○
5 松本筑摩 回数券から定期券に 優秀 ○
3 ⻑野 My name is... 優良 ○
4 ⼤町北 ⾳返し 優良
6 梓川 36⼈の26年間 優良 ○

番号 学校名 作品名 表彰 全国 ＮＨＫ
5 松商学園 友達条約 優秀 ○ ○
6 ⻑野 輪廻転⽣ 優秀 ○
1 ⻑野⻄ 地球最期の⽇ 優良
2 上⽥ スタート〜星に願いを 優良
7 ⼤町北 あたしの家族 優良
8 松本美須々ケ丘 いつかまたここで 優良
3 ⾼遠 学校の怪談する者よっといでー 奨励
4 上⽥千曲 千曲⾼等魔法学校 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 全国 ＮＨＫ
1 松商学園 新型SHOCK！！〜どうする？放送活動！？〜 優秀 ○
2 上⽥ ⽣かせ携帯！双⽅向通信 優秀 ○ ○
3 ⻑野 部へのこだわり 優良

番号 学校名 作品名 表彰 全国 ＮＨＫ
2 松本筑摩 スマイルメイカー 優秀 ○ ○
3 梓川 Ｉ Ｍｙ チェンジ！ 優秀 ○
9 松商学園 願いは時代を越えて 優秀 ○
1 松商学園 草⾷ 増殖 so shock？？ 優良
4 ⼤町北 彼⼥の挑戦 〜360、そして…〜 優良 ○
5 ⻑野 これが伝統！！ 優良
6 ⻑野⻄ Silent Artist 優良
7 松本美須々ケ丘 笑顔の素 優良
8 松本蟻ケ崎 Can you write? 優良

番号 学校名 作品名 表彰 全国 ＮＨＫ
1 松商学園 空っぽのレンズ 優秀 ○ ○
2 ⻑野 cm 優良
3 上⽥ Happy Icecream 優良 ○
5 松本蟻ケ崎 runner 優良
6 ⻑野⻄ MOTE部 優良
4 上⽥千曲 ヤルトキャ、ヤルヨ 優良

テレビドキュメント部門

創作テレビドラマ
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ラジオドキュメント部門

創作ラジオドラマ部門

研究発表部門



アナウンス部門
番号 学校名 ⽒名 備  考 表彰 全国 ＮＨＫ
14 松商学園 ⼭下 千晶 本校テニス部を追う⼩⼝修⼀さんについて 優秀
17 上⽥染⾕丘 永野 かおり うえだNaviの池松勇樹さんについて 優秀
20 ⻑野 阿部 光⼦ 今年の新聞部について 優秀
21 ⾼遠 加藤 真莉奈 ⾼野⾖腐について 優秀
23 松商学園 ⽯井 ⾥枝 創部40周年をむかえる本校 琴部について 優秀 ○
29 松商学園 古幡 あずさ 本校体育科の横⼭裕司先⽣について 優秀 ○
31 ⻑野 ⿃越 明⽇⾹ ⽥⼦先⽣とハイタッチについて 優秀 ○
32 上⽥染⾕丘 柳澤 和 ⼩さな世界貢献 優秀 ○
34 上⽥ 松澤 恵梨奈 ハッピーニュースについて 優秀
35 ⼤町北 荒井 美沙紀 ２年３組の影絵について 優秀
36 松商学園 酒井 美⾹⼦ 理科室に完成した⼩さな⽔族館について 優秀 ○ ○
37 梓川 森井 杏奈 エコTシャツについて 優秀 ○
2 梓川 ⽵岡 愛望 ⾼校⽣の頭髪について 優良
3 上⽥ 北澤 圭 イエローマークについて 優良
4 ⼤町北 原 利明 上級⽣として 優良
5 松本蟻ケ崎 北村 侑⾹ 校章について 優良
7 上⽥染⾕丘 ⽵内 ⼣季乃 平沢先⽣とサービス 優良
8 ⻑野 中村 咲穂 合唱班について 優良
10 ⼤町北 等々⼒ 聖 クラスマッチに向けて 優良
11 上⽥ 児⽟ 桃⼦ プラネタリウムについて 優良
12 梓川 武居 瑶⼦ ⽵岡愛望さんについて 優良
13 中野⽴志館 吉野 ⼩靖 ⾎液型について 優良
15 松本美須々ケ丘 福海 ⿇⾥⼦ 泉⼩太郎伝説について 優良
18 ⼤町北 宮⽥ 繭 制服のリニューアルについて 優良
19 梓川 福澤 彩佳 アルバイト代について 優良
22 上⽥ ⽯合 洸 演劇班について 優良
24 松本美須々ケ丘 ⼩松 なる美 バリアフリーについて 優良
25 中野⽴志館 ⼩林 穂花 百本の苗⽊ 優良
26 梓川 吉澤 萌 ２１区開拓について 優良
28 ⼤町北 ⼩池 ⿇⾥奈 椿先⽣と百⼈⼀⾸ 優良
30 上⽥ 井出 真悠 定期演奏会について 優良
33 松本美須々ケ丘 ⼭⽥ 優佳 ⽅⾔について 優良
38 松本蟻ケ崎 ⼩林 早帆 旧体育館について 優良
6 松本美須々ケ丘 ⼤澤 瑠璃 縄⼿通りについて 奨励
9 松本蟻ケ崎 三村 詩織 花園について 奨励
16 松本蟻ケ崎 今井 雄⽃ 酒井先⽣の碑について 奨励
27 松本蟻ケ崎 保刈 加奈⼦ 書道ガールズについて 奨励



朗読部門
番号 学校名 ⽒名 備  考 表彰 全国 ＮＨＫ
21 松本筑摩 ⼩池優理⼦ ３）「永遠の出⼝」 優秀 ○ ○
4 松商学園 祢津 尚輝 ２）「美の呪⼒」 優秀
9 ⻑野⻄ 町⽥ 陽美 ２）「美の呪⼒」 優秀
15 松商学園 ⾚塚 理紗 ４）「⾚⽑のアン」 優秀 ○
18 ⻑野 原⽥ 知⺒ ３）「永遠の出⼝」 優秀
23 ⼤町北 宮川 拓久 ２）「美の呪⼒」 優秀
25 松商学園 永⽥ ⾥穂⼦ ３）「永遠の出⼝」 優秀
35 松本蟻ケ崎 平川 優希奈 ３）「永遠の出⼝」 優秀
38 松商学園 坪⽥ 紗也 １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優秀
42 ⻑野 ⽵内 美貴 ５）「枕草⼦」 優秀 ○
43 梓川 ⼤澤 ⿇由⼦ ３）「永遠の出⼝」 優秀 ○
44 ⼤町北 阿部 裕美 ５）「枕草⼦」 優秀
45 松商学園 松倉 由季 ３）「永遠の出⼝」 優秀 ○
46 上⽥ ⻄村 夏希 ３）「永遠の出⼝」 優秀 ○
47 上⽥染⾕丘 市川 貴絵 ４）「⾚⽑のアン」 優秀
1 ⼤町北 平瀬 ひかる ４）「⾚⽑のアン」 優良
2 上⽥染⾕丘 滝沢 ⾥菜 ４）「⾚⽑のアン」 優良
3 松本蟻ケ崎 豊嶋 るい １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優良
5 上⽥ ⽮澤 達也 ３）「永遠の出⼝」 優良
6 松本美須々ケ丘 真関 光希 ３）「永遠の出⼝」 優良
7 ⻑野 塚⽥ ⾥穂 ３）「永遠の出⼝」 優良
8 梓川 多⽥ 郁美 ３）「永遠の出⼝」 優良
11 ⼤町北 榛葉 ⾹帆 ３）「永遠の出⼝」 優良
12 上⽥ ⼟屋 瑞希 ４）「⾚⽑のアン」 優良
13 松本蟻ケ崎 島⽥ 咲希 ４）「⾚⽑のアン」 優良
14 ⾼遠 前澤 れお ３）「永遠の出⼝」 優良
16 上⽥染⾕丘 ⽥中 あゆみ ３）「永遠の出⼝」 優良
17 松本美須々ケ丘 ⽮満⽥ 祐⾥ ４）「⾚⽑のアン」 優良
19 ⻑野⻄ 村⽥ 宏樹 １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優良
22 飯⽥⾵越 清⽔美奈⼦ ３）「永遠の出⼝」 優良
28 上⽥ 丸⼭ 翔平 ３）「永遠の出⼝」 優良
29 ⻑野⻄ ⼭⽥ 美芙由 ３）「永遠の出⼝」 優良
30 松本美須々ケ丘 ⾼⼭ 沙友⾥ ３）「永遠の出⼝」 優良
31 梓川 葦沢 代貴 １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優良
32 ⻑野 ⽥村 晃⼀ ３）「永遠の出⼝」 優良
34 上⽥ 三浦 貴⼤ １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優良
36 上⽥染⾕丘 ⽩瀬 ふう菜 ３）「永遠の出⼝」 優良
39 岡⾕南 渕上 太郎 １）「⼩僧の神様・城の崎にて」 優良
40 松本美須々ケ丘 川島 すみれ ４）「⾚⽑のアン」 優良
41 ⻑野⻄ 和⽥ 智也 ４）「⾚⽑のアン」 優良
48 松本蟻ケ崎 平林 りん ４）「⾚⽑のアン」 優良
33 ⾼遠 ⾶⿃ シイナ ２）「美の呪⼒」 奨励
10 岡⾕南 ⽊下 翼 ５）「枕草⼦」 奨励
26 岡⾕南 塩原 直 ３）「永遠の出⼝」 奨励
27 松本蟻ケ崎 百瀬 友⾥枝 ３）「永遠の出⼝」 奨励
20 梓川 寺嶋 洋恵 ４）「⾚⽑のアン」 努力
24 上⽥染⾕丘 ⻑⾕川 隼 ３）「永遠の出⼝」 努力
37 ⼤町北 榛葉 まな美 ３）「永遠の出⼝」 努力


