
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 長野 ムシできない料理 優良 1 松本蟻ヶ崎 恩田　紗也子　 奨励 1 上田染谷丘 清水　愛生 優良

2 岡谷南 縄文ＡＳＭＲ 決勝 2 松商学園 岩本　一希 優良 2 松本蟻ヶ崎 宮本　和輝 優良

3 上田染谷丘 コールレインボー　～お互いの違いを認め合って～ 優良 3 上田 森田　真緒 優良 3 松商学園 柳沢　茉依 優良

4 大町岳陽 蝶のたより 決勝 4 上田染谷丘 高山　侑那 奨励 4 岡谷南 高野　涼流 優良

5 松本深志 2代目は辛いよ 決勝 5 岡谷南 竹城　誠弥 奨励 5 上田 森川　景允 努力

6 松本蟻ヶ崎 マウンテンバイクに生きる 決勝 6 松本美須々ヶ丘 小川　拓人 奨励 6 長野 斎藤卓弥 優良

7 長野西 What is now 優良 7 長野西 美谷島　有希 優良 7 長野吉田 山﨑　奈央子 優良

8 松商学園 愛の設計図 決勝 8 大町岳陽 宮永　侑奈 奨励 8 松本美須々ヶ丘 日下部　咲希 努力

9 上田西 上田の自慢「自慢焼き」 優良 9 上田 井沢　瑠菜 優良 9 上田西 竹内　春人 優良

10 松本美須々ヶ丘 home 決勝 10 松本蟻ヶ崎 高宮　李咲 奨励 10 長野西 藤本　悠汰 優良

11 上田 長谷川、バイク乗るってよ 優良 11 松商学園 荒井　留莉愛 優良 11 松本深志 林　奏芽 優良

12 長野 校歌は県歌！？『信濃の国』の小学校 優良 12 上田染谷丘 桜庭　怜花 奨励 12 松本蟻ヶ崎 元村　真夕 優良

13 上田西 今井　亜美 努力 13 岡谷南 飯田　優太郎 優良

14 長野 田中 寛明 優良 14 松商学園 奥原　凛久 優良

15 岡谷南 古田　皓祐 奨励 15 上田 北野　京珠 決勝

16 松本美須々ヶ丘 宮原　裕 優良 16 上田染谷丘 矢島　梨沙子 決勝

17 上田 寺尾　樹 優良 17 松本美須々ヶ丘 勝野　湧人 優良

18 松商学園 山田　花永 奨励 18 長野 西永　里咲 決勝

19 松本蟻ヶ崎 有賀　光平 優良 20 屋代 橋爪　駿亮 努力

20 上田染谷丘 小菅　日和 優良 21 長野西 峯村　陽哉 優良

21 岡谷南 笠原　羽奈 奨励 22 長野吉田 水上　真皓 決勝

22 長野西 石岡　あやね 奨励 23 大町岳陽 井口　瑞稀 優良

23 長野吉田 大久保　美咲 優良 24 上田染谷丘 小林　芽生 決勝

24 大町岳陽 牧野　文音 優良 25 岡谷南 阿部　由妃乃 決勝

25 伊那北高校 遠藤　心 努力 26 上田 大日方　怜 優良

26 上田 柳沢　謙太 優良 27 松本蟻ヶ崎 田口　侑真 優良

27 松商学園 吉沢　優希 優良 28 松商学園 高梨　侑里 優良

28 松本蟻ヶ崎 花村　優太 優良 29 松本深志 木原　悠輝 決勝

29 松本美須々ヶ丘 伊東　未生 優良 30 上田西 竹本　咲良 優良

30 上田西 小松　鈴音 奨励 31 松本美須々ヶ丘 小林　万悠夏 決勝

31 長野 関　陽菜子 決勝 32 長野西 山岸　祐哉 優良

32 上田染谷丘 小山　栞奈 決勝 33 長野 加藤　はな 優良

33 岡谷南 小池　真実 優良 34 長野吉田 小池　剛 決勝

34 松本蟻ヶ崎 加藤　千聖 決勝 35 上田染谷丘 窪田　悠里 優良

35 上田 長谷川　喜生 優良 36 岡谷南 堀内　麻耶 優良

36 松商学園 中川　愛海 優良 37 上田 小田中一浩 優良

37 大町岳陽 亀井　彩理紗 決勝 38 松本蟻ヶ崎 小林　紬 優良

38 長野西 山崎　優奈 決勝 39 松商学園 市川　歩実 決勝

39 松本美須々ヶ丘 中村　柚美 優良

40 上田染谷丘 伊藤　優菜 決勝

41 岡谷南 中川　心 決勝

42 松商学園 小西　真未 決勝

43 松本蟻ヶ崎 伊藤　雪音 決勝

44 上田 塚田　裕相 決勝
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