
ラジオドキュメント部門 テレビドキュメント部門
No 学校名 ⽒氏名 結果 No 学校名 ⽒氏名 結果

1 松本美須々ヶ丘 購買と⽣生徒のつながり 優良良 1 松本美須々ヶ丘 双蝶の起源 優良良

2 松商学園 愛のムチ 決勝 2 上⽥田 CHANGE!! 優良良

3 上⽥田 蛙は海を知る 決勝 3 梓川 カワメシ 奨励

4 岡⾕谷南 僕のいちばん痛かったとき 決勝 4 松本深志 折衝会 決勝

5 ⼤大町北北 変わるもの、変わらないもの 優良良 5 松商学園 思索索⽣生知 決勝

6 松本蟻ヶ崎 忘れてはいけないこと 決勝 6 松本蟻ヶ崎 野菜が育ててくれた 決勝

7 梓川 ⼤大いなる波⽥田 奨励 7 岡⾕谷南 学校じゃ教えてくれない  45決勝

8 松本深志 対⾯面式 優良良 8 ⼤大町北北 Rediscover  放送部！ 決勝

9 ⻑⾧長野 上⼿手くならないトランペット 決勝 9 ⻑⾧長野 変わる機械 　変わらぬ理理解決勝

10 松本美須々ヶ丘 笑顔の先に 決勝 10 松本美須々ヶ丘 美須々⽣生のチャリンコLIFE優良良

テレビドラマ部門 ラジオドラマ部門
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 10年年後のわたし 奨励 1 ⻑⾧長野 エール 奨励

2 岡⾕谷南 Change. 優良良 2 ⻑⾧長野吉⽥田 古の葉葉 優良良

3 松商学園 あいいろ 決勝 3 松本美須々ヶ丘 ⼤大嫌いなお⺟母さん 棄権

4 ⻑⾧長野 特産戦隊シンシュージャー 決勝 4 ⻑⾧長野⻄西 寝る⼦子は育つ 奨励

5 上⽥田染⾕谷丘 あこがれの場所 　君の隣隣 優良良 5 上⽥田千曲 継続 奨励

6 上⽥田 Take  the  truth 優良良 6 上⽥田染⾕谷丘 Last  encounter 優良良

7 松本蟻ヶ崎 さくら咲く頃に 決勝 7 岡⾕谷南 華麗麗なるキセキ 決勝

8 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 鶴の倍返し 優良良 8 上⽥田 ＬＯＶＥ 　ＹＯＵＲ 　ＮＩＫＵ優良良

9 岡⾕谷南 俺のカミサマ 決勝 9 松本蟻ヶ崎 What's  my  color? 決勝

10 ⻑⾧長野⼥女女⼦子 都市伝説 奨励 10 ⼤大町北北 ⿎鼓舞激霊 棄権

11 松商学園 夢バス 決勝

12 ⻑⾧長野吉⽥田 純チョコレート 奨励

13 松本美須々ヶ丘 美須々のふじ⼦子ちゃん 優良良

14 ⻑⾧長野 未来は変えられる 決勝

第62回NHK杯全国高校放送コンテスト長野県大会�予選結果（2015.6.14）



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

1 松商学園 ⽻羽⽥田野楓 優良良 1 ⻑⾧長野 ⻫斉藤柊 優良良

2 松本蟻ヶ崎 細川 　栞 優良良 2 松本蟻ヶ崎 勝⼜又 　早紀⼦子 奨励

3 上⽥田 中村 　聖⼦子 優良良 3 ⻑⾧長野⻄西 ⾦金金崎 　蒔 決勝

4 ⻑⾧長野 横嶋匡孝 奨励 4 上⽥田 三⽊木 　菜⽉月 優良良

5 岡⾕谷南 宮坂 　勇佑 奨励 5 須坂 秋本 　遥基 奨励

6 上⽥田染⾕谷丘 塚⽥田莉奈奈 優良良 6 岡⾕谷南⾼高等学校 ⾦金金⼦子 　達也 奨励

7 ⻑⾧長野⻄西 佐藤 　みちる 優良良 7 松商学園 召⽥田侑希 奨励

8 松本美須々ヶ丘 唐⽊木シエナ 優良良 8 上⽥田染⾕谷丘 中嶋美緒 優良良

9 ⼤大町北北 平川 　紗奈奈 奨励 9 ⼤大町北北 ⼤大塚 　彩加 奨励

10 ⻑⾧長野 吉池瑛留留 奨励 10 梓川⾼高校 丸⼭山 　奈奈々 奨励

11 松商学園 丸⼭山果鈴鈴 決勝 11 上⽥田 中⼭山雅⼈人 奨励

12 松本蟻ヶ崎 ⽝犬飼 　由乃 優良良 12 ⻑⾧長野⻄西 鈴鈴⽊木 　彩花 奨励

13 岡⾕谷南 桑澤 　尚暉 奨励 13 ⻑⾧長野 新井世望 優良良

14 上⽥田 千野 　匠 優良良 14 松本蟻ヶ崎 ⾼高⽊木 　咲実 優良良

15 上⽥田染⾕谷丘 佐藤紫穂⾥里里 優良良 15 松本深志 ⼩小林林 　菫 優良良

16 松本美須々ヶ丘 柳柳沢光玲玲 奨励 16 岡⾕谷南⾼高等学校 芳澤 　鈴鈴乃 奨励

17 梓川 伊藤 　あすか 奨励 17 松商学園 坂⼝口彰吾 優良良

18 ⻑⾧長野⻄西 池⽥田 　菜々美 優良良 18 須坂 上倉 　亜⼦子 奨励

19 上⽥田 ⼩小宮⼭山岬 優良良 19 上⽥田染⾕谷丘 伊藤汐⾥里里 奨励

20 岡⾕谷南 勝野 　聖夜 優良良 20 松本県ヶ丘 丸⼭山      翼 優良良

21 松商学園 ⼭山.⾐衣⾥里里⼦子 優良良 21 松本美須々ヶ丘 三島睦修 奨励

22 ⻑⾧長野 池嶋優 優良良 22 ⻑⾧長野⻄西 徳武 　紗綺 優良良

23 松本蟻ヶ崎 ⼤大和 　優花 優良良 23 ⻑⾧長野 鈴鈴⽊木晴⾹香 奨励

24 ⼤大町北北 浜⽥田  祐太朗 奨励 24 上⽥田 ⻑⾧長⾕谷川智彦 優良良

25 上⽥田染⾕谷丘 ⾦金金⼭山ひなた 優良良 25 松本蟻ヶ崎 今井 　かな⼦子 棄権

26 岡⾕谷南 武⽥田 　玲玲奈奈 優良良 26 梓川⾼高校 鰐川 　朋恵 奨励

27 松本美須々ヶ丘 杉浦はるか 優良良 27 ⼤大町北北 齋藤希望 奨励

28 松本蟻ヶ崎 ⿊黒内 　百⾳音 優良良 28 須坂 ⾼高橋 　真央 優良良

29 上⽥田 依⽥田 　和樹 優良良 29 岡⾕谷南⾼高等学校 松下 　愛奈奈 決勝

30 松商学園 ⼭山⽥田美千穂 決勝 30 松商学園 永原恵⾥里里花 優良良

31 ⻑⾧長野⻄西 髙橋 　慶太 奨励 31 上⽥田千曲⾼高等学校 倉島 　琴美 優良良

32 ⻑⾧長野 ⻑⾧長美有 奨励 32 ⻑⾧長野 眞関 　佳鈴鈴 優良良

33 上⽥田染⾕谷丘 瀧澤利利周 優良良 33 ⻑⾧長野⻄西 北北島 　芽依 優良良

34 ⼤大町北北 桑本  綾綾夏 優良良 34 松本深志 ⾼高⾒見見 　育真 優良良

35 松商学園 堀内万優⼦子 決勝 35 上⽥田 ⼤大塚遥加 優良良

36 上⽥田 ⼩小林林    祐仁 優良良 36 上⽥田染⾕谷丘 ⻄西村英恵 決勝

37 松本蟻ヶ崎 ⽥田澤 　みなみ 優良良 37 松本蟻ヶ崎 ⻄西⼭山 　響 優良良

38 岡⾕谷南 萩原 　佑汰 優良良 38 松商学園 坂井廉 優良良

39 ⻑⾧長野 平井真希 優良良 39 須坂 塩崎 　美樹 奨励

40 梓川 川添 　安希⼦子 決勝 40 岡⾕谷南⾼高等学校 ⽥田村 　はるか 優良良

41 ⻑⾧長野⻄西 松⽥田 　千紘 優良良 41 梓川⾼高校 寺島 　菜緒 優良良

42 松本美須々ヶ丘 ⼩小松佳恵 優良良 42 ⼤大町北北 ⼤大橋瑠奈奈 優良良

43 上⽥田染⾕谷丘 荻原真由⼦子 優良良 43 ⻑⾧長野⻄西 ⼩小出 　⽊木の実 優良良

44 ⻑⾧長野 宮下瑛帆 優良良 44 上⽥田 櫻井  康介 優良良

45 松本蟻ヶ崎 相澤 　華奈奈 優良良 45 ⻑⾧長野 ⾦金金⼦子弥⽣生 決勝

46 岡⾕谷南 ⽮矢野 　拓拓実 決勝 46 松本蟻ヶ崎 ⽔水流流 　帆⾹香 優良良

47 松商学園 百瀬千尋 決勝 47 松本美須々ヶ丘 横澤 　友⾹香 優良良

48 上⽥田 岡⽥田美優 決勝 48 上⽥田染⾕谷丘 原美寿々 優良良

49 ⼤大町北北 ⽥田中 　将乃祐 優良良 49 松本県ヶ丘 宮坂ひより 優良良

50 松本美須々ヶ丘 市川舜也 優良良 50 岡⾕谷南⾼高等学校 宮澤 　友梨梨 決勝

51 ⻑⾧長野⻄西 清⽔水 　拓拓夢 奨励 51 松商学園 宮嵜瑛太 優良良

52 上⽥田染⾕谷丘 川多茄那 優良良 52 須坂 相澤 　美⽂文 奨励

53 上⽥田 野⼝口愛実 決勝 53 上⽥田 ⾦金金野明由美 棄権

54 ⻑⾧長野 伊東 　⼤大輝 優良良 54 松本蟻ヶ崎 内⼭山 　瑛惠 決勝

55 松本蟻ヶ崎 寺脇 　愛 決勝 55 ⻑⾧長野⻄西 ⼭山本 　知沙 優良良

56 松商学園 上條彩星 決勝 56 松本深志 薩川 　美咲 優良良

57 岡⾕谷南 ⼩小幡 　由梨梨佳 決勝 57 ⻑⾧長野 ⿊黒岩眞帆 決勝

58 梓川⾼高校 宮下真由美 努⼒力力

59 ⼤大町北北 江森  聖弥 優良良

60 上⽥田染⾕谷丘 ⼩小平彩未 決勝

61 岡⾕谷南⾼高等学校 ⼟土⽥田 　郁哉 決勝

62 松商学園 星野空⾒見見 決勝

63 須坂 北北⾵風 　裕基 奨励

64 上⽥田 ⼭山⼝口綾綾野 決勝

65 松本蟻ヶ崎 松浦 　亜梨梨紗 決勝

66 ⻑⾧長野⻄西 武⽥田 　莉央 奨励

67 ⻑⾧長野 ⿊黒川 　敏郎郎 決勝

第62回NHK杯全国高校放送コンテスト長野県大会�予選結果（2015.6.14）



ラジオドキュメント部門 アナウンス部門

No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国 No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国

1 松商学園 愛のムチ 優秀 ○ 1 松商学園 上條彩星 優秀

2 松本美須々ヶ丘 笑顔の先に 優良良 ○ 2 上⽥田 岡⽥田美優 優秀 ○

3 岡⾕谷南 僕のいちばん痛かったとき 優秀 ○ 3 松商学園 ⼭山⽥田美千穂 優良良

4 ⻑⾧長野 上⼿手くならないトランペット 優良良 4 上⽥田 野⼝口愛実 優秀 ○

5 上⽥田 蛙は海を知る 優良良 5 松商学園 百瀬千尋 優良良

6 松本蟻ヶ崎 忘れてはいけないこと 優秀 ○ ○ 6 松商学園 堀内万優⼦子 優秀

ラジオドラマ部門 7 岡⾕谷南 ⽮矢野 　拓拓実 優秀 ○

No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国 8 梓川 川添 　安希⼦子 優秀

1 ⻑⾧長野 未来は変えられる 優秀 9 松商学園 丸⼭山果鈴鈴 優秀 ○

2 岡⾕谷南 華麗麗なるキセキ 優秀 ○ ○ 10 松本蟻ヶ崎 寺脇 　愛 優秀 ○

3 松商学園 夢バス 優秀 11 岡⾕谷南 ⼩小幡 　由梨梨佳 優秀 ○ ○

4 松本蟻ヶ崎 What's  my  color? 優秀 ○ 朗読部門

テレビドキュメント部門 No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国

No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国 1 岡⾕谷南 宮澤 　友梨梨 優良良

1 岡⾕谷南 学校じゃ教えてくれない  45 優秀 ○ 2 ⻑⾧長野 ⿊黒川 　敏郎郎 優良良

2 松商学園 思索索⽣生知 優秀 ○ 3 ⻑⾧長野⻄西 ⾦金金崎 　蒔 優良良

3 松本蟻ヶ崎 野菜が育ててくれた 優秀 4 松本蟻ヶ崎 内⼭山 　瑛惠 優秀

4 松本深志 折衝会 優秀 ○ ○ 5 上⽥田染⾕谷丘 ⼩小平彩未 優秀 ○

5 ⻑⾧長野 変わる機械 　変わらぬ理理解 優良良 6 松商学園 星野空⾒見見 優秀 ○

6 ⼤大町北北 Rediscover  放送部！ 優秀 ○ 7 上⽥田染⾕谷丘 ⻄西村英恵 優良良

テレビドラマ部門 8 岡⾕谷南⾼高等学校 松下 　愛奈奈 優良良

No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国 9 松本蟻ヶ崎 松浦 　亜梨梨紗 優秀 ○

1 岡⾕谷南 俺のカミサマ 優秀 ○ ○ 10 ⻑⾧長野 ⾦金金⼦子弥⽣生 優秀 ○

2 松商学園 あいいろ 優秀 ○ 11 ⻑⾧長野 ⿊黒岩眞帆 優良良

3 ⻑⾧長野 特産戦隊シンシュージャー 優秀 12 岡⾕谷南 ⼟土⽥田 　郁哉 優秀 ○ ○

4 松本蟻ヶ崎 さくら咲く頃に 優良良 13 上⽥田 ⼭山⼝口綾綾野 優秀 ○

研究発表部門

No 学校名 ⽒氏名 賞状
NHK
⻑⾧長野賞

全国

1 上⽥田 Aviutlを使った映像制作 優良良

2 松本県ヶ丘 お昼の放送改⾰革 優良良 ○ ○

3 ⻑⾧長野 ⼈人は空を⾶飛べるのか 優良良 ○

第６２回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト長野県大会　決勝結果（2015.6.14）



NHK長野賞	 選定理由 
 
ラジオドキュメント	 松本蟻ケ崎	 忘れてはいけないこと 
福島第一原子力発電所事故により長野県に避難して生活している中学生に取材し、原子力

について高校生として深く受け止め伝えていこうとする内容。インタビューとナレーショ

ンのバランスが良い。 
 
ラジオドラマ	 岡谷南	 華麗なるキセキ 
作曲する曲が物足りず一人悩むバンドの主人公。メンバーのアドバイスを取り入れながら

見違える内容に仕上がりコンテストに出場する。バンドとしてのバランスや結束の大切さ

にも気づくというもので、音声がクリアでテンポも心地よい 
 
テレビドキュメント	 松本深志	 折衝会 
生徒会予算配分を決める各団体代表者会の息詰まるやり取りを記録したもの。高校生の自

主活動、自治活動としてきわめて大切な内容であり、発言者の真剣さ、揺れる心理などを

的確に表現している。 
 
テレビドラマ	 岡谷南	 俺のカミサマ 
自身の頭髪のくせ毛に悩む高校生が、寄り添う親友の助言により自分を取り戻す物語、テ

ンポよく、音声、映像ともに優れている。 
 
研究発表部門	 松本県ヶ丘 
しっかりとした目的意識を持って課題を把握し、試行錯誤を重ねて結果を出していたため。 

 
アナウンス	 岡谷南	 小幡由梨佳 
校内に題材を求め、それを補強する取材を重ねて深みのある内容の自校ニュースとした。 
 
朗読	 岡谷南	 土田郁哉 
情景描写にすぐれている。響きのある声で、低音部分でも言葉がよく伝わる。 


