
ラジオドキュメント部門 アナウンス部門 朗読部門
No 学校名 氏名 結果 決勝順番 No 学校名 氏名 結果 決勝順番 No 学校名 氏名 結果 決勝順番

1 松本美須々ヶ丘 家なき子ねこ 優良 1 松本美須々ヶ丘 笠井　菜那 奨励 1 上田 濱地　駿作 優良

2 上田 届ける 優良 2 大町岳陽 松澤　海飛 奨励 2 松商学園 瀬端　きらら 優良

3 松本蟻ヶ崎 はぐルッポ 決勝 2 3 梓川 真関　匠 奨励 3 松本美須々ヶ丘 赤羽　真萌 奨励

4 松本深志 旅のゆくえ 決勝 3 4 松商学園 武井　健登 優良 4 松本蟻ヶ崎 吉丸　楓 優良

5 松商学園 Re: Start 優良 5 上田染谷丘 山中　桃夏 奨励 5 上田染谷丘 鷹野　　　翔 努力

6 梓川 Ｓｃｈｏｏｌ　Ｓｏｎｇ 奨励 6 岡谷南 下條　愛菜 優良 6 長野西 塚田　昂輝 奨励

7 長野 言葉で飾るコスプレイヤー 決勝 5 7 長野 内山稀美子 奨励 7 長野 横嶋 匡孝 奨励

8 岡谷南 ３２５分 決勝 4 8 松本蟻ヶ崎 川上　千華 奨励 8 岡谷南 藤森　俊哉 奨励

9 大町岳陽 道のりは遠く… 決勝 6 9 上田 森山　龍真 奨励 9 梓川 花村　彩果 奨励

10 松本美須々ヶ丘 赤パラ 決勝 1 10 長野西 加藤　直樹 奨励 10 大町岳陽 浜田　祐太朗 優良

ラジオドラマ部門 11 大町岳陽 丸山　拓哉 奨励 11 上田 宮田　和 優良

No 学校名 氏名 結果 12 岡谷南 金子　達也 奨励 12 松商学園 上條　香菜子 奨励

1 長野 カササギの願いごと 優良 13 松本美須々ヶ丘 塩原　崇文 奨励 13 松本蟻ヶ崎 筒井　麻里奈 優良

2 長野西 Change 奨励 14 松本蟻ヶ崎 早川　宝花 優良 14 松本美須々ヶ丘 木戸岡　由起 優良

3 松本美須々ヶ丘 ＴＨＥ　ＣＨＩＣＫＥＮ　ＷＡＲ Ⅰ 決勝 4 15 梓川 寺島　捷斗 奨励 15 長野吉田 小林優希菜 奨励

4 上田千曲 ラジオと青春の関係性 優良 16 上田染谷丘 大内　葉月 奨励 16 上田染谷丘 田中　愛美 優良

5 長野吉田 トラウマにbye-bye-bicycle 優良 17 松商学園 大池　祐作 優良 17 長野 新井 世望 優良

6 松商学園 わたしとあなたを繋ぐカギ 優良 18 長野 戸村光佑 奨励 18 長野西 竹入　彩奈 優良

7 岡谷南 岡南ラジオインパクト 決勝 2 19 上田 三木　菜月 優良 19 岡谷南 小嶋　芽吹 努力

8 松本蟻ヶ崎 時の砂 優良 20 松本深志 前川　素絵 優良 20 松本深志 小林　菫 優良

9 梓川 私と彼の『校外』授業 優良 21 長野 土屋佑太 奨励 21 長野日本大学 田中　柚羽 努力

10 上田 eaT mate 決勝 1 22 梓川 上條　優作 奨励 22 上田染谷丘 望月　陽菜 優良

11 上田染谷丘 ＣＨＡＮＧＥ 優良 23 松商学園 青木　陽捺 優良 23 松本蟻ヶ崎 須々木　秀 奨励

12 長野 HAVE A NICE DAY .最高のトモダチ！. 決勝 3 24 松本美須々ヶ丘 小林　奈々 優良 24 松本美須々ヶ丘 廣瀬　梓 奨励

テレビドキュメント部門 25 松本蟻ヶ崎 相澤　愛 優良 25 上田 内川　実優 優良

No 学校名 氏名 結果 26 大町岳陽 羽田　紗久良 奨励 26 松商学園 伊藤　彩乃 決勝 2

1 大町岳陽 2人の生徒会長 決勝 3 27 上田染谷丘 春日菜々子 優良 27 大町岳陽 齋藤　希望 奨励

2 上田染谷丘 ろくもん～絆のレールを繋いで～ 優良 28 岡谷南 芳澤　鈴乃 優良 28 梓川 中原　美香 奨励

3 松商学園 がん晴れ 決勝 5 29 長野西 渡辺　日菜子 奨励 29 長野 金子 弥生 決勝 3

4 岡谷南 絆ぐ　～つなぐ～ 決勝 1 30 梓川 宮澤　健介 奨励 30 長野西 武田　莉央 奨励

5 松本深志 應管～自治を叫びて～ 決勝 6 31 大町岳陽 守谷　紗良 奨励 31 上田染谷丘 井出　　忍 優良

6 上田 想いよ、届け 優良 32 長野 齋藤 柊 優良 32 松本美須々ヶ丘 古厩　阿子 奨励

7 松本蟻ヶ崎 一生懸命 決勝 7 33 上田染谷丘 中村　春斗 優良 33 松商学園 伊藤　和馬 奨励

8 松本美須々ヶ丘 片想い 決勝 4 34 上田千曲 倉島　琴美 優良 34 岡谷南 勝野　聖夜 優良

9 長野 青春.mp4 決勝 2 35 岡谷南 宮坂　勇佑 優良 35 上田 中村　聖子 優良

10 梓川 清掃セイヨー 奨励 36 長野吉田 山浦萌子 努力 36 上田千曲 吉沢　郁美 奨励

テレビドラマ部門 37 松本美須々ヶ丘 松林　日奈子 優良 37 長野吉田 重田成由珠 奨励

No 学校名 氏名 結果 38 松本蟻ヶ崎 小林　勇介 奨励 38 松本蟻ヶ崎 鈴木　聡馬 優良

1 長野西 糸 優良 39 松商学園 小倉　萌々香 優良 39 長野 黒岩 眞帆 優良

2 長野 おいしい料理の作り方 優良 40 上田 小宮山　岬 決勝 11 40 長野西 笠井　翔子 奨励

3 松商学園 灯火 決勝 1 41 長野西 松田　千紘 奨励 41 大町岳陽 大塚　彩加 優良

4 棄権 42 岡谷南 林　彩乃 優良 42 梓川 川上　莉子 奨励

5 松本美須々ヶ丘 ラクガキ 優良 43 長野 池嶋　優 優良 43 松本美須々ヶ丘 望月　優衣 奨励

6 松本蟻ヶ崎 RUN 決勝 2 44 松商学園 内田　麻菜 優良 44 松商学園 広瀬　美風 優良

7 長野西 チェックメイトの、その前に。 決勝 3 45 棄権 45 松本蟻ヶ崎 宇治　紗彩 決勝 5

8 長野 特になし。 決勝 4 46 大町岳陽 田中　将乃祐 決勝 3 46 上田 中山　雅人 奨励

47 松本蟻ヶ崎 犬飼　由乃 優良 47 上田染谷丘 中嶋　美緒 優良

48 梓川 丸山　奈々 優良 48 岡谷南 武田　玲奈 優良

49 上田染谷丘 大島　征悟 優良 49 長野日本大学 田中　杏花音 奨励

50 上田 依田　和樹 優良 50 松本深志 鈴木　優子 決勝 6

51 松本深志 内藤　萌嶺 努力 51 長野 黒川 敏郎 決勝 8

52 大町岳陽 桑本　綾夏 優良 52 長野西 小山　耕太郎 優良

53 松商学園 山.　衣里子 優良 53 長野吉田 恒本唯花 優良

54 長野 平井 真希 優良 54 上田 大塚　遥加 優良

55 松本蟻ヶ崎 勝又　早紀子 優良 55 松商学園 小林　知裕 優良

56 梓川 寺島　菜緒 決勝 6 56 松本蟻ヶ崎 遠藤　亜実 優良

57 岡谷南 桑澤　尚暉 優良 57 上田染谷丘 伊藤　汐里 決勝 10

58 上田染谷丘 塚田　莉奈 決勝 9 58 松本美須々ヶ丘 柳沢　　光玲 優良

59 松本美須々ヶ丘 杉浦　はるか 優良 59 大町岳陽 平川　紗奈 優良

60 長野西 清水　拓夢 優良 60 梓川 鰐川　朋恵 優良

61 上田 千野　匠 優良 61 岡谷南 田村　はるか 決勝 1

62 松本美須々ヶ丘 小松　佳恵 優良 62 長野西 山本　知沙 優良

63 岡谷南 小幡　由梨佳 決勝 8 63 長野 工藤 颯一郎 決勝 4

64 梓川 川添　安希子 決勝 10 64 松本蟻ヶ崎 高木　咲実 優良

65 長野 眞関 佳鈴 決勝 4 65 松商学園 永原　恵里花 優良

66 上田染谷丘 金山ひなた 決勝 1 66 松本美須々ヶ丘 横澤　友香 優良

67 大町岳陽 大橋　瑠奈 決勝 5 67 上田 長谷川　智彦 決勝 9

68 松本蟻ヶ崎 細川　栞 決勝 2 68 上田染谷丘 西村　英恵 決勝 7

69 松商学園 丸山　果鈴 決勝 7

第６３回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト長野県大会　予選結果（2016.6.12）


