
ラジオドキュメント部門 アナウンス部門 アナウンス部門
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 松本蟻ヶ崎 １５歳の選択 優良 1 岡谷南 河西　哲弥 奨励 66 長野 齋藤　柊 決勝 6

2 松本深志 1年？それとも、3年？ 決勝 4 2 松本蟻ヶ崎 有賀　光平 奨励 67 松本深志 根津　葵 決勝 2

3 松商学園 ワンちゃん 優良 3 松本美須々ヶ丘 小林 万悠夏 奨励 68 大町岳陽 丸山　拓哉 優良

4 上田 打ち込む 決勝 3 4 上田染谷丘 小山　栞奈 奨励 69 上田 宮田　和 決勝 5

5 長野 鐘、きこえる？ 決勝 6 5 上田 長谷川　喜生 奨励 70 松本美須々ヶ丘 唐木 シエナ 優良

6 松本美須々ヶ丘 Chime 決勝 2 6 大町岳陽 松澤　佑哉 奨励 71 長野吉田 宮本　紗希 優良

7 大町岳陽 幕が上がる。 決勝 5 7 松商学園 小西　真未 優良 72 上田染谷丘 大内　葉月 優良

8 岡谷南 音と受け継ぐ 決勝 1 8 長野 原山　光聖 奨励 73 岡谷南 勝野　聖夜 決勝 8

ラジオドラマ部門 9 長野西 石坂　和奏 奨励 74 松本蟻ヶ崎 川上　千華 決勝 9

No 学校名 氏名 結果 決勝順番 10 岡谷南 小林　美月 奨励 75 長野西 清水　拓夢 優良

1 長野 自分の場所へ 決勝 4 11 松本蟻ヶ崎 遠山　菜々花 奨励 76 松商学園 丸山　果鈴 決勝 7

2 長野西 HELP 優良 12 松本美須々ヶ丘 勝野　湧人 奨励 77 長野 池嶋　優 優良

3 長野 未来からお知らせします。 優良 13 上田染谷丘 窪田　悠里 奨励 78 上田 三木　菜月 決勝 4

4 松商学園 みちお。 優良 14 長野吉田 小池　剛 奨励 79 大町岳陽 大塚　彩加 決勝 11

5 上田 おかしな革命 決勝 3 15 上田 小田中　一浩 奨励 80 松本美須々ヶ丘 杉浦 はるか 決勝 13

6 長野吉田 春うらら 優良 16 大町岳陽 牧野　文音 奨励 81 上田染谷丘 塚田　莉奈 決勝 3

7 松本蟻ヶ崎 １８歳 優良 17 松商学園 青木　陽捺 優良 82 岡谷南 武田　玲奈 決勝 10

8 岡谷南 校内就活女子 決勝 1 18 長野 山岸　泰樹 奨励 83 松本蟻ヶ崎 相澤　愛 決勝 14

9 上田染谷丘 各駅停車恋愛記 優良 19 松本深志 青栁　春佳 優良 朗読部門
10 上田千曲 月日 優良 20 松本蟻ヶ崎 中西　あかり 奨励 No 学校名 氏名 結果 決勝順番

11 松本深志 父とJK 決勝 2 21 岡谷南 阿部　由妃乃 優良 1 上田 濱地　駿作 優良

12 長野西 ある日の道端で。 奨励 22 上田染谷丘 小林　芽生 優良 2 岡谷南 髙坂　悠也 奨励

13 長野 with my horse 優良 23 松本美須々ヶ丘 宮原 裕 奨励 3 上田染谷丘 番場　翔 優良

テレビドキュメント部門 24 長野西 山崎　優奈 奨励 4 長野西 正木　葵 奨励

No 学校名 氏名 結果 決勝順番 25 上田 大日方　怜 奨励 5 松本蟻ヶ崎 小原　さらら 奨励

1 松商学園 隣り愛う 決勝 2 26 長野日本大学 市川　雄一 優良 6 松商学園 吉沢　優希 奨励

2 上田 アンパンの食わず嫌い 決勝 3 27 大町岳陽 井口　瑞稀 奨励 7 長野吉田 関口　陽人 奨励

3 松本深志 鼎談深志 決勝 4 28 松本蟻ヶ崎 野村　梓弓 奨励 8 松本美須々ヶ丘 赤羽 真萌 奨励

4 岡谷南 ALWAYS 三年分の記憶 決勝 6 29 岡谷南 藤森　俊哉 決勝 12 9 長野 関　陽菜子 奨励

5 梓川 つまらない一日 (-_-) 優良 30 松商学園 伊藤　和馬 優良 10 長野日本大学 遠藤　千智 奨励

6 大町岳陽 ここから始まる 決勝 1 31 長野 宇崎　成美 奨励 11 上田染谷丘 山中　桃夏 奨励

7 長野 究極のコラボ 決勝 5 32 上田染谷丘 伊藤　優菜 優良 12 松商学園 武井　健登 奨励

8 松本美須々ヶ丘 漢字書けなきゃダメですか？ 決勝 7 33 松本美須々ヶ丘 伊東 未生 奨励 13 松本蟻ヶ崎 石川　真白 奨励

9 松本蟻ヶ崎 girl scouts 優良 34 長野吉田 折田　琴 奨励 14 大町岳陽 松澤　海飛 奨励

10 長野西 縁が和 優良 35 大町岳陽 青山　朋禾 奨励 15 長野西 笠井　翔子 奨励

テレビドラマ部門 36 上田 塚田　裕相 奨励 16 岡谷南 五味　凜一 優良

No 学校名 氏名 結果 37 岡谷南 下條　愛菜 優良 17 上田 小倉　紫月 決勝 6

1 松本蟻ヶ崎 No color 決勝 3 38 松本蟻ヶ崎 赤羽　郁弥 優良 18 松本美須々ヶ丘 木戸岡　由起 決勝 11

2 松本美須々ヶ丘 変わりもの 優良 39 梓川 寺島　菜緒 優良 19 長野 加藤　はな 奨励

3 岡谷南 加藤の変 棄権 40 長野西 宮本　聖章 奨励 20 長野吉田 水上　真皓 優良

4 上田 flowers 優良 41 松本美須々ヶ丘 中村 柚美 奨励 21 梓川 鰐川　朋恵 優良

5 長野西 草の露 決勝 2 42 松本深志 荒田　夏奈 優良 22 岡谷南 島立　雄斗 努力

6 上田染谷丘 ヘイコウセカイ 決勝 1 43 長野 神津　真理衣 優良 23 上田染谷丘 鷹野　翔 優良

7 長野 Dreamers 決勝 5 44 松商学園 遠藤　妃奈乃 優良 24 松本蟻ヶ崎 吉丸　楓 優良

8 松商学園 雨のち晴れ 決勝 4 45 上田染谷丘 矢島　梨沙子 優良 25 上田 臼田　野乃実 優良

46 松本蟻ヶ崎 高野　優香 優良 26 長野西 竹入　彩奈 優良

47 岡谷南 芳澤　鈴乃 優良 27 松商学園 上嶋　雪乃 奨励

48 上田 柳沢　謙太 奨励 28 長野 内山　稀美子 優良

49 大町岳陽 亀井　彩理紗 優良 29 長野吉田 恒本　唯花 決勝 8

50 上田染谷丘 小菅　日和 優良 30 松本美須々ヶ丘 塩原 崇史 優良

51 松本美須々ヶ丘 朴 厚栄 奨励 31 長野西 小山　耕太郎 優良

52 長野吉田 石坂　雅巳 奨励 32 上田 内川　実優 優良

53 長野 西永　里咲 奨励 33 松商学園 高橋　陸歩 優良

54 松商学園 広瀬　美風 優良 34 松本蟻ヶ崎 筒井　麻里奈 優良

55 松本蟻ヶ崎 吉川　碧唯 優良 35 岡谷南 小嶋　芽吹 決勝 12

56 岡谷南 金子　達也 優良 36 大町岳陽 平川　紗奈 決勝 1

57 長野日本大学 丸山　尊章 奨励 37 長野日本大学 村山　歌那 奨励

58 上田 森山　龍真 優良 38 上田染谷丘 田中　愛美 決勝 5

59 長野西 加藤　直樹 優良 39 松本美須々ヶ丘 柳沢 光玲 優良

60 大町岳陽 守谷　紗楽 優良 40 長野吉田 原田　佳奈 決勝 13

61 松本美須々ヶ丘 廣瀬 梓 奨励 41 長野 新井　世望 優良

62 上田染谷丘 春日　菜々子 優良 42 松商学園 伊藤　彩乃 決勝 2

63 岡谷南 桑澤　尚暉 決勝 1 43 松本蟻ヶ崎 宇治　紗彩 決勝 9

64 松本蟻ヶ崎 早川　宝花 優良 44 岡谷南 宮坂　勇佑 決勝 7

65 松商学園 小倉　萌々香 優良 45 上田染谷丘 望月　陽菜 決勝 4

46 上田 中村　聖子 決勝 3

47 長野西 山本　知沙 決勝 10

第６４回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト長野県大会　予選結果（2017.6.11）


