
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 岡谷南 脈々 決勝 1 岡谷南 高野　涼流 優良 1 上田 鈴木　祥子 優良

2 松本蟻ヶ崎 この道 決勝 2 松本蟻ヶ崎 木下　実のり 奨励 2 長野 齋藤亮太郎 優良

3 松本深志 育てよう　楽都松本夢ピアノ 決勝 3 上田 高橋　凜 奨励 3 岡谷南 日達　真衣 奨励

4 上田染谷丘 トココト 優良 4 松商学園 赤羽　凜花 奨励 5 松本蟻ヶ崎 福岡　胡桃 奨励

5 松本美須々ヶ丘 着ぐるみに夢を乗せて 優良 5 長野吉田 金子実由 優良 6 長野吉田 西山真優 優良

6 上田 練って練られて 優良 6 長野 北澤　優衣 優良 7 長野西 峯村　陽哉 決勝

7 大町岳陽 花ひらく 決勝 7 上田染谷丘 鎗田　柊佳 優良 8 松本美須々ヶ丘 北澤　真衣 優良

8 長野 教科書何キロもてる？ 決勝 8 松本蟻ヶ崎 山村　咲 奨励 9 エクセラン 関　龍斗 優良

9 岡谷南 GOAL 決勝 9 上田 井沢　瑠菜 優良 10 長野 田中寛明 決勝

10 松商学園 かぶき者 優良 10 岡谷南 古田　皓祐 奨励 11 岡谷南 滝上　裕史 優良

11 松商学園 赤羽　明香里 奨励 12 松本蟻ヶ崎 沖崎　結菜 優良

オーディオピクチャー部門 12 大町岳陽 瀬戸　美羽 奨励 13 上田 塩沢　文萌 決勝

No 学校名 氏名 結果 13 上田西 浦野　帆乃佳 奨励 14 松商学園 舩坂　晴菜 優良

1 長野 復旧から復興へ 優良 14 長野吉田 高橋諒多 決勝 15 上田西 吾妻　雅 努力

2 上田 つむぐ 優良 15 長野 塚田　百香 決勝 16 長野吉田 嶺村友智佳 優良

3 松商学園 続ける先の頂 優良 16 松本蟻ヶ崎 一志　さくら 優良 17 松本深志 川上陽菜乃 優良

4 松本美須々ヶ丘 遊び心の宿 優良 17 上田 寺尾　樹 優良 18 大町岳陽 佐野　怜香 優良

5 松本深志 雲を愛する男・上条さん 決勝 19 岡谷南 五味　輝 優良 19 上田染谷丘 清水　愛生 決勝

6 岡谷南 花火大会が優しくない 決勝 20 松本深志 藤森未己 優良 20 岡谷南 飯田　優太郎 決勝

7 松本蟻ヶ崎 EVER  GREEN 決勝 21 上田染谷丘 桜庭　怜花 決勝 21 松商学園 荒井　留莉愛 決勝

8 大町岳陽 つなげる一歩 決勝 22 長野西 岡田　雪羽 奨励 22 上田 森川　景允 優良

23 伊那北 遠藤心 優良 23 松本蟻ヶ崎 小林　洸平 優良

24 松本美須々ヶ丘 水谷　遥香 優良 24 長野 宇崎智道 優良

25 松本蟻ヶ崎 田中　小愛 奨励 25 松本美須々ヶ丘 日下部　咲希 奨励

26 上田 森田　真緒 優良 26 長野西 早川　莉央 優良

27 岡谷南 小平　くるみ 決勝 27 エクセラン 有賀　うてな 決勝

28 松商学園 増田　優紀 奨励 28 長野吉田 山﨑奈央子 決勝

29 長野吉田 茂澄美萌咲 奨励 29 上田 北野　京珠 決勝

30 長野 光島　伊吹 優良 30 長野 東澤亮太 優良

31 大町岳陽 宮永　侑奈 優良 31 松商学園 早川　里沙 決勝

32 上田西 小澤　奈々花 奨励 32 松本蟻ヶ崎 小林　栞菜 優良

33 岡谷南 小池　克哉 優良 33 岡谷南 中川　心 決勝

34 上田 柳澤　優希 決勝

35 松本蟻ヶ崎 中村　小百合 優良

37 上田染谷丘 高山　侑那 決勝

38 長野吉田 大久保美咲 決勝

39 長野 中島　智咲 決勝

40 上田 小西　沙幸 決勝

41 松商学園 中野　心音 優良

42 岡谷南 笠原　羽奈 優良

43 松本蟻ヶ崎 百瀬　優芽 決勝
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