
2017年度 第 36回 TSB 杯長野県高等学校新人放送コンテスト 【 予選結果 】 

 

【 ビデオ・メッセージ（VM）部門 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 学校名 氏名 結果

1 岡谷南 岡谷をいただきます。 決勝

2 上田 繋げ！未来への熱意 優良

3 松商学園 尼ノ弱 決勝

4 松本松本美須々ヶ丘ヶ丘 ラリー 決勝

5 大町岳陽 学びの先に 決勝

6 松本蟻ヶ崎 繋ぐ　守る　伝える 決勝

7 長野西 先生は丸かった。 優良

8 上田染谷丘 石の家にも25年 優良

9 長野 街のHEROES 優良

10 松本工業 天空のバンク 優良

11 松本深志 クラスマッチ 決勝

12 梓川 静寂の時 優良

13

14 上田 しあわせを噛みしめていますか 優良



【 アナウンス部門 】                【 朗読部門 】 

 

No 学校名 氏名 結果

1 松本蟻ヶ崎 伊藤　雪音 優良

2 松商学園 岩本　一希 優良

3 上田 長谷川　喜生 奨励

4 上田染谷丘 小菅　日和 優良

5 大町岳陽 牧野　文音 奨励

6 長野日大 遠藤　千智 奨励

7 松本蟻ヶ崎 加藤　千聖 優良

8 松本美須々ヶ丘 伊東　未生 努力

9 長野西 山崎　優奈 優良

10 岡谷南 小林　美月 優良

11 松商学園 八重澤　大輝 奨励

12 松本深志 西尾　遥 奨励

13 松本蟻ヶ崎 中沢　日暖 優良

14 上田 塚田　裕相 奨励

15 上田染谷丘 伊藤　優菜 優良

16 長野 神津　真理衣 優良

17 大町岳陽 井口　瑞稀 優良

18 松商学園 中川　愛海 優良

19 長野日大 村山　歌那 努力

20 松本蟻ヶ崎 中西　あかり 奨励

21 岡谷南 島立　雄斗 奨励

22 松本美須々ヶ丘 宮原　裕 優良

23 長野西 石坂　和奏 優良

24 上田 柳沢　謙太 奨励

25 松商学園 吉沢　優希 優良

26 松本蟻ヶ崎 遠山　菜々花 優良

27 上田染谷丘 小山　栞奈 優良

28 長野日大 武村　沙弥 優良

29 屋代 橋詰　ゆな 奨励・オープン参加

30 大町岳陽 亀井　彩理紗 優良

31 松本深志 木原　悠輝 優良

32 松本蟻ヶ崎 吉川　碧唯 優良

33 松商学園 小西　真未 優良

34 上田 大日方　怜 優良

35 松本美須々ヶ丘 赤羽　真萌 決勝

36 長野西 宮崎　敬士 優良

37 岡谷南 下條　愛菜 決勝

38 松本蟻ヶ崎 赤羽　郁弥 優良

39 長野 関　陽菜子 優良

40 長野日大 市川　雄一 優良

41 大町岳陽 守谷　紗楽 優良

42 松商学園 青木　陽㮈 決勝

43 上田染谷丘 大内　葉月 優良

44 上田 森山　龍真 優良

45 松本蟻ヶ崎 高野　優香 決勝

46 松本深志 根津　葵 決勝

47 松商学園 遠藤　妃奈乃 優良

48 岡谷南 藤森　俊哉 決勝

49 長野西 加藤　直樹 優良

50 松本美須々ヶ丘 廣瀬　梓 優良

51 松本蟻ヶ崎 早川　宝花 決勝

52 大町岳陽 丸山　拓哉 優良

53 長野日大 五十嵐　大斗 奨励

54 上田染谷丘 春日　菜々子 決勝

55 上田 宮田　和 決勝

56 松商学園 広瀬　美風 決勝

57 松本蟻ヶ崎 川上　千華 決勝

No 学校名 氏名 結果

1 上田 小田中　一浩 優良

2 松商学園 市川　歩実 優良

3 松本美須々ヶ丘 勝野　湧人 奨励

4 松本蟻ヶ崎 小林　紬 優良

5 長野吉田 恒本　唯花 決勝

6 長野日大 内川　朱寧 優良

7 岡谷南 小池　真実 優良

8 上田染谷丘 矢島　梨沙子 優良

9 長野西 正木　葵 優良

10 長野吉田 水上　真皓 優良

11 長野日大 石田　理紗 優良

12 松本美須々ヶ丘 中村　柚美 奨励

13 長野 宇崎成美 優良

14 松本深志 松平　知明 優良

15 上田 濱地　駿作 優良

16 松本蟻ヶ崎 小原　さらら 優良

17 屋代 髙橋　優子 努力・オープン参加

18 松商学園 神戸　美乃里 優良

19 長野西 山岸　裕哉 優良

20 岡谷南 堀内　麻耶 優良

21 上田染谷丘 小林　芽生 優良

22 松商学園 武井　健登 優良

23 上田 小倉　紫月 決勝

24 長野日大 松村　優里 奨励

25 大町岳陽 松澤　海飛 優良

26 長野吉田 関口　陽人 奨励

27 松本美須々ヶ丘 小林　万悠夏 決勝

28 上田千曲 工藤　美優 努力

29 松本蟻ヶ崎 石川　真白 優良

30 岡谷南 阿部　由妃乃 決勝

31 長野西 宮本　聖章 優良

32 上田染谷丘 窪田　悠里 決勝

33 松本蟻ヶ崎 吉丸　楓 決勝

34 松商学園 降籏　香織 優良

35 上田 臼田　野乃実 決勝

36 長野吉田 小池　剛 優良

37 松本深志 小野　智也 優良

38 長野 西永里咲 優良

39 松本美須々ヶ丘 塩原　崇史 優良

40 長野日大 黒柳　るん 奨励

41 屋代 橋爪　駿亮 努力・オープン参加

42 上田染谷丘 山中　桃夏 優良

43 長野西 大井　莉子 優良

44 岡谷南 小嶋　芽吹 決勝

45 上田 内川　実優 決勝

46 長野吉田 石坂　雅巳 優良

47 長野日大 松岡　愛美 奨励

48 松本美須々ヶ丘 木戸岡　由起 決勝

49 松本蟻ヶ崎 筒井　麻里奈 決勝

50 松商学園 高橋　陸歩 決勝



2017年度 第 36回 TSB 杯長野県高等学校新人放送コンテスト 【 決勝結果 】 

 

【 番組部門 決勝結果 】 

 

 

 

 

 

 

No 部門 学校名 氏名 結果 ＴＳＢ杯 全国 北信越

1 オーディオピクチャー 松本蟻ヶ崎 絆の瓦 優良

2 オーディオピクチャー 上田 熱い志 優良

3 オーディオピクチャー 大町岳陽 あじさいに包まれたなら 優良 ○

4 オーディオピクチャー 岡谷南 守りたい 優秀 ○ ○ ○

5 オーディオピクチャー 松本深志 エアコン10年戦争 優秀 ○ ○

6 オーディオピクチャー 長野 「絵解きの寺」西光寺 奨励

7 オーディオピクチャー 松商学園 縁　～Ｈｅｌｌｏ　ｆｉｒｓｔ　Ｃｏｎｔａｃｔ～ 優良

8 オーディオピクチャー 松本美須々ヶ丘 伝統をつなげたい 優良

1 ビデオメッセージ 岡谷南 岡谷をいただきます。 優秀 ○

2 ビデオメッセージ 松本蟻ヶ崎 繋ぐ　守る　伝える 優良 ○ ○

3 ビデオメッセージ 松本深志 クラスマッチ 優良 ○

4 ビデオメッセージ 大町岳陽 学びの先に 優秀 ○ ○ ○

5 ビデオメッセージ 松本美須々ヶ丘 ラリー 優良 ○ ○

6 ビデオメッセージ 松商学園 尼ノ弱 優秀 ○ ○

1 ＣＭ 長野 What does he mean? 優良

2 ＣＭ 松本蟻ヶ崎 いいとこ見つかる信州総文祭 優良

3 ＣＭ 大町岳陽 台風中継 優良

4 ＣＭ 岡谷南 信州総文祭ＣＭ１ 優秀 ○

5 ＣＭ 松本美須々ヶ丘 美しき一節 優秀 ○ ○

6 ＣＭ 松本深志 伝える、をもっと 優秀 ○

7 ＣＭ 屋代 牛に引かれて信州総文祭 優良

8 ＣＭ 上田 信州総文祭とは何ぞや 優良

9 ＣＭ 長野 放送部街頭演説 優秀 ○

10 ＣＭ 松本蟻ヶ崎 夢がつなげる信州総文祭 優良

11 ＣＭ 梓川 そばにおいでよ 優良

12 ＣＭ 長野日大 ナビ助の冒険 優秀 ○

13 ＣＭ 松本美須々ヶ丘 二人の帰り道 優良

14 ＣＭ

15 ＣＭ

16 ＣＭ 松本深志 あなたがみるもの 優秀

17 ＣＭ 長野 輝いてると思う部活一位は… 奨励

18 ＣＭ 松本蟻ヶ崎 信州（ここ）に伝える　信州（ここ）から伝わる 優秀 ○

1 テレビフリー 長野西 ポイント大作戦！ 奨励

2 テレビフリー 上田千曲 上田千曲高校の特色！ 奨励

3 テレビフリー 松本蟻ヶ崎 仲直りはティータイムの前に 優秀

4 テレビフリー 上田 Disturb EMOtioN 優良

5 テレビフリー 上田染谷丘 He-Story 優秀 ○

6 テレビフリー

7 テレビフリー 長野西 理想と現実 優良



【 アナウンス部門 決勝結果 】 

 

 

【 朗読部門 決勝結果】 

 

 

No 部門 学校名 氏名 結果 ＴＳＢ杯 全国 北信越

1 朗読 松本蟻ヶ崎 筒井　麻里奈 優良

2 朗読 松商学園 高橋　陸歩 優良

3 朗読 岡谷南 小嶋　芽吹 優秀 ○ ○ ○

4 朗読 長野吉田 恒本　唯花 優良 ○ ○

5 朗読 松本美須々ヶ丘 小林　万悠夏 優良 ○

6 朗読 上田 内川　実優 優良 ○ ○

7 朗読 上田 臼田　野乃実 優良

8 朗読 上田染谷丘 窪田　悠里 優良 ○ ○

9 朗読 岡谷南 阿部　由妃乃 優秀 ○

10 朗読 松本蟻ヶ崎 吉丸　楓 優良 ○ ○

11 朗読 松本美須々ヶ丘 木戸岡　由起 優秀 ○ ○

12 朗読 上田 小倉　紫月 優良 ○

No 部門 学校名 氏名 結果 ＴＳＢ杯 全国 北信越

1 アナウンス 松本蟻ヶ崎 早川　宝花 優良 ○

2 アナウンス 上田 宮田　和 優秀 ○ ○ ○

3 アナウンス 岡谷南 藤森　俊哉 優秀 ○ ○

4 アナウンス 松本蟻ヶ崎 川上　千華 優良 ○

5 アナウンス 上田染谷丘 春日　菜々子 優良

6 アナウンス 松商学園 青木　陽㮈 優良 ○ ○

7 アナウンス 松本美須々ヶ丘 赤羽　真萌 優良 ○ ○

8 アナウンス 松商学園 広瀬　美風 優良

9 アナウンス 松本深志 根津　葵 優秀 ○ ○

10 アナウンス 岡谷南 下條　愛菜 優良 ○

11 アナウンス 松本蟻ヶ崎 高野　優香 優良 ○ ○


