
ラジオドラマ部門 アナウンス部門 朗読部門

No 学校名 作品名 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 ⻑野県岡⾕南 暗闇のサギ 優良 1 松本美須々ケ丘 町⽥ 健⼼ 優良 1 上⽥染⾕丘 兒⽟ 爽太  優良

2 松本美須々ケ丘 次は学園クーデター、学園クーデターです。 優良 2 ⻑野県岡⾕南 中原 琉⽣ 優良 2 ⻑野県岡⾕南 宮坂 春輝 優良

3 ⻑野県⻑野吉⽥ 僕らの泳ぐ理由 優良 3 ⻑野県松本蟻ケ崎 中村 優花 優良 3 ⻑野県松本蟻ケ崎 降旗 菜々⼦ 優良

4 エクセラン 空を⾒上げてみて 決勝 3 4 上⽥ ⾼橋 明広 優良 4 ⻑野県⻑野吉⽥ 利根川 楓珈 優良

5 上⽥染⾕丘 桜と、君と。 優良 5 上⽥染⾕丘 堀内 結彩 優良 5 上⽥ 伊藤 美実 決勝 10

6 上⽥ 夜の世界は別世界 優良 6 ⻑野県⻑野吉⽥ 宇敷 修蔵 優良 6 松本美須々ケ丘 奥原 ことみ 優良

7 ⻑野県松本深志 コクハクイシ 決勝 2 7 エクセラン 伊藤 望 優良 7 ⻑野⻄ ⽥原 友那 優良

8 松商学園 昼どきレディオの時間です 決勝 4 8 ⻑野⻄ 原⼭ 輝 優良 8 上⽥⻄ ⼟屋⼩百合 優良

9 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⾬のち晴れ わたし時々ぼく 優良 9 ⻑野県岡⾕南 三井 萌加 決勝 11 9 ⼤町岳陽 ⽥邉 実希 優良

10 ⻑野県⻑野吉⽥ すまいるらじお 優良 10 松本美須々ケ丘 堀内 佳苗 優良 10 エクセラン ⼩松 紗依 優良

11 松本美須々ケ丘 乳化劇 優良 11 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⽊村 健⼈ 優良 11 ⻑野県屋代 相澤 晴奈 奨励

12 ⻑野県岡⾕南 平等な未来 決勝 1 12 ⼤町岳陽 ⼩林 明⽇⾹ 優良 12 上⽥染⾕丘 宮下 星⾳ 優良

テレビドキュメント部門 13 上⽥染⾕丘 津森 悠 優良 13 ⻑野県岡⾕南 守屋 樹⽣ 優良

No 学校名 作品名 結果 決勝順番 14 上⽥ 瀧澤 天⾳ 優良 14 上⽥ 上原 夏希 優良

1 ⻑野県岡⾕南 おねむ 優良 15 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⼩林 優真 決勝 9 15 ⻑野県⻑野吉⽥ 菅沼 るあん 優良

2 ⻑野県松本深志 僕たちの避難所開設ワークショップ 決勝 2 16 ⻑野県岡⾕南 両⾓ 隆寿 優良 16 ⻑野県松本蟻ケ崎 横⼭ 美奈⼦ 優良

3 ⻑野県松本蟻ケ崎 思いやる⼼ 優良 17 松本美須々ケ丘 飯塚 葵 奨励 17 ⻑野県伊那北 内藤 真⾹ 決勝 7

4 松商学園 私とメイクと校則と 決勝 4 18 ⻑野⻄ 藤牧 知瑚 奨励 18 ⻑野⻄ 服部 紗弥 優良

5 上⽥ ココロを磨け︕︕ 決勝 5 19 ⻑野県松本深志 ⻘⽊ 花⾐ 優良 19 松本美須々ケ丘 瀬島 さやか 優良

6 ⼤町岳陽 ＃届け 優良 20 エクセラン 栁澤 真那美 優良 20 諏訪⼆葉 鎌倉 早百合 決勝 9

7 エクセラン 旅⽴つ瞬間（トキ） 決勝 1 21 ⻑野県⻑野吉⽥ 藤澤 碧葉 優良 21 ⻑野 畠⼝ 真緒 優良

8 ⻑野県岡⾕南 先⽣のジょうケン 決勝 3 22 ⻑野県岡⾕南 ⽥中 愛夏 決勝 1 22 ⻑野県岡⾕南 ⼩林 港 優良

テレビドラマ部門 23 松本美須々ケ丘 瀧聞 惟⾠ 奨励 23 上⽥染⾕丘 ⼩⻄ 真維 優良

No 学校名 作品名 結果 決勝順番 24 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⾦井 朔夜 優良 24 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⽥野尻 涼寧 決勝 5

1 ⻑野県岡⾕南 ⽷をつむぐ 優良 25 上⽥ 久保井 ⾹⽉ 優良 25 ⻑野県⻑野吉⽥ 伊藤 陽光 決勝 3

2 ⻑野 パーフェクト 決勝 1 27 上⽥染⾕丘 ⽯沢 ⿇琴 決勝 5 26 上⽥ 相澤 祐⽉姫 優良

3 上⽥ オーディナリー 優良 28 ⻑野県岡⾕南 中村 光 決勝 8 27 エクセラン 永野 菜乃果 決勝 8

4 ⻑野県松本蟻ケ崎 世界は常に不平等 優良 29 ⻑野県松本蟻ケ崎 宮島 寿明 優良 28 上⽥⻄ 鈴⽊楓 優良

5 ⻑野⻄ ブレス 優良 30 松本美須々ケ丘 久保 千歩乃 奨励 29 ⻑野県屋代 宮坂 莉央 優良

6 松商学園 希望の⾰命 決勝 2 31 ⻑野県⻑野吉⽥ 北村 莉⼦ 優良 30 ⼤町岳陽 宮永 神那 優良

7 松本美須々ケ丘 ６＋私たちの⾊ 決勝 4 32 エクセラン 深澤 曖菜 決勝 3 31 松本美須々ケ丘 ⼩松 威仁 優良

8 ⻑野県岡⾕南 つけてみお︕ 決勝 3 33 ⻑野⻄ 藤牧 和瑚 優良 32 ⻑野⻄ 藤森 紗⽉ 決勝 2

34 上⽥ ⽢利 陽向 決勝 7 33 ⻑野県⻑野吉⽥ 森 有稀 決勝 1

35 上⽥染⾕丘 荻原 百⾹ 決勝 2 34 上⽥ 成澤 蒼⼀郎 決勝 4

36 松本美須々ケ丘 樋井 萌菜美 決勝 4 35 上⽥染⾕丘 ⻄沢 ⼀花 優良

37 ⻑野県岡⾕南 楠 こむぎ 決勝 6 36 ⻑野県岡⾕南 ⽮沢 琴⽻ 決勝 6

38 ⻑野県松本蟻ケ崎 丸⼭ 珠礼 決勝 10 37 ⻑野県松本蟻ケ崎 ⼩林 美⽉ 決勝 11
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