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12 アナウンス 上田 野口　愛実 のぐち　まなみ 2年 女 藤木さんの夢について 優秀 ○

20 アナウンス 松商学園 石川 愛永 いしかわ まなえ 3年 女 夢と魔法の国でのパフォーマンス 優秀

30 アナウンス 上田染谷丘 高木野花 たかぎののか 3年 女 染谷生の声について 優秀

33 アナウンス 上田 山崎　佳菜子 やまざき　かなこ 3年 女 応援団の浅野さんについて 優秀 ○

34 アナウンス 松本蟻ヶ崎 小幡　絵美梨 おばた　えみり 3年 女 そよ風の家について 優秀 ○

41 アナウンス 上田 内堀　佳穂 うちぼり　かほ 3年 女 伊沢くんの挑戦について 優秀 ○

42 アナウンス 松商学園 瀬古 千絵 せこ ちえ 3年 女 本校木造校舎にかけられたある時計 優秀 ○ ○

46 アナウンス 上田染谷丘 堀　志織 ほりしおり 3年 女 HAL展について 優秀 ○

1 アナウンス 岡谷南 小林　七味 こばやし　ななみ 1年 女 強歩大会について 優良

3 アナウンス 長野 眞関　佳鈴 ませき　かりん 1年 女 長野電鉄の屋代線廃線について 優良

4 アナウンス 松本美須々ヶ丘 小松　佳恵 こまつ　よしえ 1年 女 女子フットサル同好会を作るためにがんばる江泉里香さんについて 優良

5 アナウンス 松商学園 高山 直人 たかやま なおと 1年 男 本校サッカー部の取り組み 優良

6 アナウンス 松本蟻ヶ崎 大和　優花 おおわ　ゆか 2年 女 倉科さんについて 優良

7 アナウンス 上田染谷丘 荻原真由子 おぎわらまゆこ 2年 女 ノーメディアタイムについて 優良

8 アナウンス 上田 澤路　繭弓 さわじ　まゆみ 3年 女 山崎福太郎さんについて 優良

9 アナウンス 長野西 佐藤　みちる さとう　みちる 2年 女 長野県が長寿な理由について 優良

10 アナウンス 梓川 川添　安希子 かわぞえ　あきこ 1年 女 琴について 優良

11 アナウンス 松商学園 中野 舞子 なかの まいこ 1年 女 薙刀に取り組む本校生徒 優良

13 アナウンス 岡谷南 松下　愛奈 まつした　あいな 1年 女 私の担任の先生 優良

14 アナウンス 長野 竹内　茉由 たけうち　まゆ 1年 女 ものをよく知ることの大切さ 優良

15 アナウンス 松本美須々ヶ丘 横内　恵美 よこうち　めぐみ 1年 女 ヨーロッパの舞台での小杉真悠さんの経験について 優良

16 アナウンス 松本深志 山本　桃子 やまもと　ももこ 1年 女 山賊焼きについて 優良

17 アナウンス 松本蟻ヶ崎 黒内　百音 くろうち　もね 2年 女 宮田紀英君について 優良

18 アナウンス 大町北 浜田　祐太朗 はまだ　ゆうたろう 1年 男 体操部の小野沢泰典先生について 優良

19 アナウンス 上田染谷丘 川多茄那 かわたかな 2年 女 宮崎さんについて 優良

21 アナウンス 上田染谷丘 山口友理香 やまぐちゆりか 3年 女 本校茶道班について 優良

22 アナウンス 松本美須々ヶ丘 森　彩果 もり　さいか 1年 女 本校で行われたスケアードストレイトについて 優良

23 アナウンス 梓川 中澤　愛里 なかざわ　あいり 3年 女 高校生とスマホについて 優良

24 アナウンス 長野西 下村　由依 しもむら　ゆい 1年 女 近所に家が増え続けている件について 優良

25 アナウンス 岡谷南 小幡　由梨佳 おばた　ゆりか 1年 女 地雷と先生 優良

26 アナウンス 上田 小平　絢子 こだいら　あやこ 3年 女 佐藤先生と通訳ガイドについて 優良

27 アナウンス 長野 小林　楓 こばやし　かえで 1年 女 薬の規制緩和について 優良
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28 アナウンス 大町北 桑本　綾夏 くわもと　あやか 1年 女 アジアフが30周年を迎えた今 優良

29 アナウンス 松本蟻ヶ崎 田澤　みなみ たざわ　みなみ 2年 女 平野さんについて 優良

31 アナウンス 長野 宮本　靖大 みやもと　やすひろ 1年 男 僕たちの新町中 優良

32 アナウンス 岡谷南 田村　はるか たむら　はるか 1年 女 ユスリカについて 優良

35 アナウンス 松商学園 山本 穂 やまもと みのり 3年 女 本校バドミントン部員 優良

36 アナウンス 松本深志 佐野　ちあき さの　ちあき 3年 女 LHRについて 優良

37 アナウンス 松本美須々ヶ丘 市川　舜也 いちかわ　しゅんや 2年 男 吹奏楽部の吹奏楽以外の活動について 優良

39 アナウンス 梓川 荒倉　翔太 あらくら　しょうた 3年 男 高校生とラーメンについて 優良

40 アナウンス 長野西 多良澤　彩乃 たらさわ　　あやの 1年 女 犬の公園内の散歩禁止について 優良

43 アナウンス 松本蟻ヶ崎 西村　歩 にしむら　あゆみ 3年 女 波田少年少女合唱団について 優良

44 アナウンス 大町北 太田　優海 おおた　ゆうみ 2年 女 飯舘村のお年寄り招待について 優良

45 アナウンス 長野 伊東　大輝 いとう　たいが 1年 男 長野大橋保育園について 優良

47 アナウンス 松本美須々ヶ丘 赤羽　祐香 あかはね　ゆか 3年 女 夢を叶えるためにがんばる松澤わかなさんについて 優良

48 アナウンス 岡谷南 矢野　拓実 やの　　たくみ 2年 男 漕艇部の北野さんについて 優良

2 アナウンス 大町北 大橋　瑠奈 おおはし　るな 1年 女 多田加助について 奨励

38 アナウンス 大町北 田中　将乃祐 たなか　しょうのすけ 1年 男 大町北高の統合について 失格


