
番号 学校名 作品名 表彰 SBC 総文 北信越

3 上田 アッタカフェ 優秀 ○ ○ ○

1 松商学園 以音伝心 －奇跡の夜想曲－ 優秀 ○

4 ⼤町北 両想い。 優良

2 ⻑野 明日はアシカの風が吹く 奨励

5 飯⼭北 がんばろう栄村 奨励

6 梓川 いま、汲みにいきます 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 SBC 総文 北信越

3 上田 技をつなぐ 優秀 ○ ○

5 ⼤町北 スプーンマン！ 優秀 ○ ○

9 松商学園 耀ける⻘春 優秀 ○ ○

1 松本美須々ケ丘
知ってほしいだ

 〜 松本ほうき、伝統の命 〜
優良

2 松商学園
Ｂ・Ｉ・Ｔ

－高校生のチカラ－
優良

4 松本蟻ケ崎 おじいちゃんの生きがい 優良 ○

8 松本美須々ケ丘 今を駆ける 優良

6 ⻑野 私たちの将来を乗せて 奨励

7 梓川 城い古！ 奨励

番号 学校名 作品名 表彰 SBC 総文 北信越

3 松商学園 幸せの扉 優秀 ○

4 松本蟻ケ崎 約束の花 優良

1 ⻑野 ANYTHING 優良

2 ⻑野⻄ 暗号を探せっ！ 優良

5 上田染谷丘 さよならのあとで 奨励

番号 参加者 作品名 表彰 SBC 総文 北信越

5 上田千曲高等学校放送班人＝猫 優良 ○

2 上田千曲高等学校放送班奇跡!! 優良

6 ⻑⾕川もも my mind 優良

1 芳賀彩織 全部嫌い 奨励

3 上田千曲高等学校放送班防犯対策 奨励

4 上田染谷丘高等学校 放送班幸せのカタチ 奨励

7 中村 香菜 現在≠未来 奨励
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番号 学校名 氏名 表彰 SBC 総文 北信越

35 松本蟻ケ崎 北村 侑⾹ 優秀 ○ ○ ○

4 松商学園 霜⽥ 恵梨奈 優秀

29 上田 北澤 圭 優秀 ○ ○

30 松商学園 林 由貴絵 優秀

34 松商学園 若林 ゆき 優秀 ○

1 上田 浅野 奈⽣⼦ 優良

2 梓川 溝⼝ 恵理 優良

8 上田 ⼩林 憲吾 優良

9 松商学園 千野 遥紀 優良

13 松商学園 清水口 裕 優良

14 松本蟻ケ崎 上條 由人 優良

16 梓川 木藤 由美 優良

17 ⼤町北 平瀬 ひかる 優良

18 ⻑野⻄ 和田 悠 優良

19 中野⽴志館 吉野 小靖 優良

20 ⻑野 塚田優津 優良

22 松商学園 武井 知葉 優良

23 松本蟻ケ崎 ⿃⽻ 綾乃 優良

24 上田 児玉 桃子 優良

26 松本美須々ケ丘 橋詰 雪花 優良 ○

27 上田染谷丘 鈴⽊結美 優良

28 ⻑野 ⻑⾕川もも 優良

31 梓川 竹岡 愛望 優良

32 松本蟻ケ崎 上平 さつき 優良

33 ⻑野 林⽂美 優良 ○ ○

36 上田 井出 亜弓 優良

37 梓川 遠山 恵祐 優良 ○

3 松本蟻ケ崎 佐藤 亮介 奨励

5 ⻑野 河野雅美 奨励

6 松本蟻ケ崎 佐々木 佳希 奨励

7 梓川 上條 裕未 奨励

10 ⻑野 善財秀貴 奨励

11 松本美須々ケ丘 ⼤澤 瑠⾥ 奨励

12 上田染谷丘 井出優希子 奨励

15 上田 清水 悟 奨励

25 梓川 ⾅井 諒 奨励

アナウンスアナウンスアナウンスアナウンス部門部門部門部門
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39 松商学園 柴田 裕一 優秀 ○ ○ ○

25 松商学園 伊藤 礼奈 優秀

31 松本美須々ケ丘 百瀬 綾⾹ 優秀 ○ ○

36 上田 矢澤 達也 優秀 ○

38 松本蟻ケ崎 平川 優希奈 優秀 ○

2 松商学園 ⻄森 彬 優良

3 上田染谷丘 岩瀬優斗 優良

6 ⼤町北 ⼩池 ⿇⾥奈 優良

10 松商学園 宮下 七虹 優良

13 松本蟻ケ崎 武居 麻美 優良

15 松本深志 丸山 陽子 優良

16 ⻑野⻄ 和田 智也 優良

18 ⻑野 宮本修平 優良

19 松本蟻ケ崎 由井 智也 優良

22 上田 森田 裕貴 優良

24 上田染谷丘 滝沢⾥菜 優良

26 松本深志 奥原 柊 優良

27 富⼠⾒ 小池 哲矢 優良

29 上田染谷丘 ⽻⽑⽥有理 優良

30 松商学園 ⿊岩 愛 優良

33 ⼤町北 榛葉 ⾹帆 優良

34 梓川 寺嶋 洋恵 優良 ○

37 松本深志 ⽵内 ⾥菜 優良 ○ ○

40 上田染谷丘 中澤綾⾹ 優良

1 松本蟻ケ崎 ⼭⽥ 拓也 奨励

4 松本深志 阪 春輝 奨励

5 梓川 加藤 有紗 奨励

7 上田 中澤 瑞希 奨励

8 赤穂
ひかり

ウィラコーン
奨励

11 下諏訪向陽 清水舞音 奨励

12 富⼠⾒ 阿部 さゆり 奨励

14 上田染谷丘 ⼤池葉⽉ 奨励

17 ⼤町北 原 利明 奨励

20 赤穂 ⼤原千鈴 奨励

21 梓川 粟津 友菜 奨励

28 下諏訪向陽 ⼩林春奈 奨励

35 赤穂 逆井楓 奨励

ＳＢＣＳＢＣＳＢＣＳＢＣ杯長野県高等学校新人放送杯長野県高等学校新人放送杯長野県高等学校新人放送杯長野県高等学校新人放送コンテストコンテストコンテストコンテスト    
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