
ビデオメッセージ部門 アナウンス部門 朗読部門

No 学校名 ⽒名 結果 No 学校名 ⽒名 結果 No 学校名 ⽒名 結果

1 松本美須々ケ丘 たすきつなぐ 優良 1 松本美須々ケ丘 瀬島 さやか 優良 1 ⻑野吉⽥ 廣⽥ 美優 優良

2 松本深志 部活進学校 優良 2 岡⾕南 中原 琉⽣ 奨励 2 ⻑野⻄ 近藤 彪乃介 優良

3 岡⾕南 ちいとこ 優良 3 松本蟻ケ崎 ⽊村 健⼈ 奨励 3 岡⾕南 宮坂 春輝 優良

4 ⼤町岳陽  ここだけの・・・ 優良 4 エクセラン 柳澤 栞奈 奨励 4 上⽥ ⼤塚 晴 優良

5 エクセラン LIFE〜⼈⽣をかけたダンス〜 優良 5 ⼤町岳陽 横川 裕⾹ 決勝 5 エクセラン 峰⽥ 隼⽃ 優良

6 松本蟻ケ崎 ⽔が育む命 優良 6 上⽥ 瀧澤 天⾳ 奨励 6 松本蟻ケ崎 ⼩林 優真 優良

7 松商学園 400年のバトン 決勝 7 ⻑野吉⽥ 祢津 尚⼈ 奨励 7 上⽥染⾕丘 宮下 星⾳ 優良

8 松本美須々ケ丘 ビブリア 優良 8 ⻑野⻄ 服部 紗弥 優良 8 ⻑野 内⼭ 詩菜 優良

9 岡⾕南 まわれ︕まわれ︕ 決勝 9 岡⾕南 両⾓ 隆寿 決勝 9 松本美須々ケ丘 奥原 ことみ 優良

10 エクセラン 湯けむりの向こうに 決勝 10 上⽥染⾕丘 ⽯沢 ⿇琴 決勝 10 松本深志 ⻘⽊ 花⾐ 決勝

11 松本深志 拝啓、 決勝 11 エクセラン ⼩原 彩絵 奨励 11 上⽥⻄ 清⽔ 詩⾳ 優良

12 ⼤町岳陽 宮永 神那 奨励 12 上⽥ 伊藤 美実 優良

13 上⽥ 久保井 ⾹⽉ 決勝 13 松本蟻ケ崎 横⼭ 美奈⼦ 優良

14 ⻑野吉⽥ 村松 京翠 奨励 14 ⻑野⻄ ⽥中 海⼤ 優良

オーディオメッセージ部門 16 岡⾕南 楠 こむぎ 決勝 15 岡⾕南 守屋 樹⽣ 優良

No 学校名 ⽒名 結果 17 ⻑野⻄ 藤牧 知瑚 奨励 16 上⽥染⾕丘 津森 悠 優良

1 松本深志 僕たちの不安 決勝 18 上⽥⻄ ⼟屋 ⼩百合 優良 17 ⻑野吉⽥ 利根川 楓珈 優良

2 松商学園 フォーカス 優良 19 岡⾕南 ⼩林 港 決勝 18 エクセラン 深澤 曖菜 決勝

3 岡⾕南 7年の壁 決勝 20 エクセラン 柳澤 真那美 優良 19 伊那北 内藤 真⾹ 優良

4 ⼤町岳陽  「２つの魅⼒」知ってる︖ 優良 21 上⽥ 渡辺 秀諭 奨励 20 松本美須々ケ丘 樋井 萌菜美 優良

5 松本蟻ケ崎 書道部の１２⽇ 決勝 22 ⻑野吉⽥ 菅沼 るあん 奨励 21 諏訪⼆葉 鎌倉 早百合 決勝

6 エクセラン 最後まで、アナタと共に過ごしたい 決勝 23 ⼤町岳陽 ⽥邉 実希 奨励 22 上⽥⻄ ⽥中 陽菜 努⼒

24 松本蟻ケ崎 野地 渚 優良 23 ⼤町岳陽 荒井 智春 優良

25 上⽥染⾕丘 荻原 百⾹ 決勝 24 松本深志 上條 陽⽉ 優良

26 岡⾕南 中村 光 決勝 25 ⻑野 畠⼝ 真緒 優良

27 エクセラン 富成 ⿓⼼ 奨励 26 屋代 宮坂 莉央 努⼒

28 ⻑野⻄ 藤牧 和瑚 奨励 27 上⽥染⾕丘 ⻄沢 ⼀花 優良

29 松本蟻ケ崎 丸⼭ 珠礼 決勝 28 ⻑野吉⽥ 伊藤 陽光 優良

30 上⽥ ⽢利 陽向 決勝 29 エクセラン 永野 菜乃果 決勝

31 ⼤町岳陽 横川 柑菜 奨励 30 ⻑野⻄ ⽥原 友那 努⼒

32 ⻑野吉⽥ 北村 莉⼦ 決勝 31 上⽥ 上原 夏希 優良

33 岡⾕南 ⽮沢 琴⽻ 決勝 32 松本蟻ケ崎 ⼩林 美⽉ 決勝

34 エクセラン 望⽉ 姫菜 決勝 33 岡⾕南 花岡 梓未 優良

34 ⻑野 太⽥ 瑞貴 優良

35 松本美須々ケ丘 ⼩松 威仁 優良

36 松本深志 星野 優 決勝

37 上⽥⻄ 鈴⽊ 楓 優良

38 上⽥染⾕丘 ⼩⻄ 真維 優良

39 松本蟻ケ崎 ⽥野尻 涼寧 決勝

40 ⻑野⻄ 藤森 紗⽉ 決勝

41 エクセラン ⼩松 紗依 優良

42 上⽥ 成澤 蒼⼀郎 優良

43 岡⾕南 池⽥ 太陽 決勝

44 ⻑野吉⽥ 森 有稀 決勝
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