
第３６回ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト　決勝

アナウンス部門
結果 No. 氏名 ふりがな 学年 地区名 学校名

最優秀賞 217 吉峯　優陽 よしみね　ゆうひ 3 鹿児島 鹿児島純心女子中学校
優秀賞 70 伊藤　向日葵 いとう　ひまり 3 福島 いわき市立平第三中学校
優秀賞 193 前川　百花 まえかわ　ももか 3 東京 豊島岡女子学園中学校
優秀賞 203 生杉　綾香 いけすぎ　あやか 3 三重 高田中学校
優良賞 89 堀内　春香 ほりうち　はるか 2 兵庫 神戸市立垂水中学校
優良賞 175 宮本　姫那 みやもと　ひな 3 熊本 熊本市立龍田中学校
優良賞 182 幕田　理子 まくた　りこ 2 横浜 捜真女学校中学部
優良賞 183 大門　友里愛 だいもん　ゆりあ 3 兵庫 神戸市立渚中学校
優良賞 255 保刈　彩菜 ほかり　あやな 3 東京 日本大学豊山女子中学校
優良賞 287 神谷　咲 かみや　さき 3 兵庫 宝塚市立光ガ丘中学校
入選 18 勝岡　優奈 かつおか　ゆな 3 愛知 金城学院中学校
入選 28 濱口　雪花 はまぐち　ゆきか 3 川崎 川崎市立大師中学校
入選 59 中村　琴美 なかむら　ことみ 3 広島 広島市立井口中学校
入選 61 山添　理恵 やまぞえ　りえ 3 熊本 熊本市立東町中学校
入選 69 永松　柚実 ながまつ　ゆうみ 3 鹿児島 出水市立高尾野中学校
入選 86 笠原　万桂子 かさはら　まかこ 3 東京 昭和女子大学附属昭和中学校

入選 101 松柳　望恵 まつやなぎ　もえ 3 千葉 柏市立豊四季中学校
入選 117 豊﨑　祗任 とよさき　ただとう 3 茨城 茨城県立並木中等教育学校
入選 149 平田　舜珠 ひらた　みつみ 3 兵庫 武庫川女子大学附属中学校
入選 154 竹之内　愛理 たけのうち　あいり 3 鹿児島 鹿児島市立吉野中学校
入選 165 藪下　倫子 やぶした　りんこ 3 大阪市 大阪市立三国中学校
入選 218 中野　悠那 なかの　ゆうな 3 広島 広島女学院中学校
入選 235 宮本　里桜 みやもと　りお 3 熊本 熊本市立京陵中学校
入選 245 髙山　可琳 たかやま　かりん 3 佐賀 東明館学園東明館中学校
入選 248 中原　陽花 なかはら　はるか 3 福岡 福岡市立照葉中学校
入選 286 松木　陽 まつき　ひなた 2 鹿児島 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校
入選 289 大平　光太 おおひら　こうた 3 川崎 川崎市立野川中学校
入選 298 杉山　紋香 すぎやま　あやか 3 愛知 南山中学校女子部
入選 301 上村　紗加 うえむら　さやか 3 兵庫 神戸市立渚中学校
入選 303 小島　凜子 こじま　りんこ 3 佐賀 佐賀大学教育学部附属中学校

朗読部門
結果 No. 氏名 ふりがな 学年 地区名 学校名

最優秀賞 92 板垣　明音 いたがき　あかね 3 京都府 京都市立西京高等学校附属中学校

優秀賞 214 堀江　春花 ほりえ　はるか 3 東京 学習院女子中等科
優秀賞 225 中小路　凜 なかこうじ　りん 3 京都府 京都市立西京高等学校附属中学校

優秀賞 251 髙木　祐佳 たかぎ　ゆか 3 東京 豊島岡女子学園中学校
優良賞 9 奈良　胤実 なら　つぐみ 3 秋田 秋田市立桜中学校
優良賞 54 佐藤　季里香 さとう　きりか 3 福井 福井市明倫中学校
優良賞 200 貞兼　一水 さだかね　ひとみ 3 広島 呉市立横路中学校
優良賞 209 吉田　美央 よしだ　みお 3 宮城 仙台市立松陵中学校
優良賞 258 小林　杏 こばやし　あん 2 三重 高田中学校
優良賞 288 青木　三京 あおき　みちか 3 静岡 浜松日体中学校
入選 12 田村　江梨佳 たむら　えりか 3 兵庫 加古川市立陵南中学校
入選 17 大崎　和花 おおさき　わか 3 福岡 春日市立春日西中学校
入選 28 前平　佳音 まえひら　かのん 2 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
入選 41 今井　清夏 いまい　すずか 3 福島 福島市立吾妻中学校
入選 82 松野　夢羽 まつの　ゆめは 1 千葉 成田高等学校付属中学校
入選 94 川端　美晴 かわばた　みはる 3 長崎 長崎県立長崎東中学校
入選 110 高橋　美羽 たかはし　みゆう 2 横浜 青山学院横浜英和中学校
入選 151 榎田　有花 えのきだ　ゆうか 3 福岡 福岡市立原北中学校
入選 152 藤本　和奏 ふじもと　わかな 3 兵庫 西宮市立浜脇中学校
入選 181 馬木　華歩 うまき　かほ 3 山口 柳井市立柳井中学校
入選 197 鈴木　彩姫 すずき　あき 2 秋田 秋田市立桜中学校
入選 203 富田　凛 とみた　りん 1 千葉 成田高等学校付属中学校
入選 215 福永　凛花 ふくなが　りんか 3 福島 郡山市立行健中学校
入選 277 重村　シュウ しげむら　しゅう 3 長崎 長崎県立諫早高等学校附属中学校

入選 281 田中　未織 たなか　みおり 3 熊本 熊本市立清水中学校
入選 282 船橋　穂乃花 ふなはし　ほのか 3 広島 広島市立国泰寺中学校
入選 283 一見　昂輝 いちみ　こうき 3 神奈川 茅ヶ崎市立北陽中学校
入選 295 酒井　紗綾 さかい　さや 2 茨城 茨城大学教育学部附属中学校
入選 328 髙頭　伶奈 たかとう　れな 3 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
入選 338 兼安　美遥 かねやす　みはる 3 広島 広島市立井口中学校
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ラジオ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

最優秀賞 106 Goo!でもGood! 福井 坂井市立丸岡南中学校
優秀賞 37 笑ってはいけない！？ 福岡 福岡市立和白中学校
優秀賞 96 終わりなき宿題 広島 広島市立井口中学校
優秀賞 105 身近なところから世界を変えていくには 島根 出雲市立浜山中学校
優良賞 17 吾輩たちは白鳥である 大阪市 大阪市立田辺中学校
優良賞 21 ＶＳ先生～私達って大人なの？～ 横浜 青山学院横浜英和中学校
優良賞 48 富山弁って音楽的 富山 射水市立大門中学校
優良賞 102 信じあう心　～転校生　田中くんの体験～ 富山 富山市立速星中学校
優良賞 108 ぼくは普通でいいんだよー！ 福岡 粕屋町立粕屋東中学校
優良賞 130 きらめけ！キラキラネーム 福岡 福岡市立元岡中学校
優良賞 144 戦時中の教育から学ぶ。 三重 桜丘中学校
優良賞 155 友だち裁判 広島 広島市立牛田中学校

テレビ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

最優秀賞 13 音魂　30000のフロイデ！！ 福岡 田川市立伊田中学校
優秀賞 52 仰げば尊き日々～Graduation～ 広島 広島市立牛田中学校
優秀賞 93 ＴＨＥ席 三重 桜丘中学校
優秀賞 168 ＡＩのある未来 広島 広島市立福木中学校
優良賞 45 Ｍｅｍｏｒｙ 東京 三田国際学園中学校
優良賞 59 もやし大研究 札幌 札幌市立福移小中学校
優良賞 61 点P動くな！！ 島根 出雲市立浜山中学校
優良賞 111 中人時代 福島 いわき市立平第三中学校
優良賞 112 １６５３３１３ 東京 葛飾区立金町中学校
優良賞 136 中一保護法 兵庫 松蔭中学校
優良賞 148 インとヨウ 岡山 岡山市立竜操中学校
優良賞 171 運命の糸 愛媛 松山市立雄新中学校


