
第３８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 213 山本　華子 やまもと　はなこ 2 山口 下松市立末武中学校
優秀賞 89 久保 花憐 くぼ かれん 3 京都府 ノートルダム女学院中学校
優秀賞 93 中田　美咲 なかた　みさき 2 山口 下松市立末武中学校
優秀賞 273 古賀　美希 こが　みき 3 長崎 長崎県立諫早高等学校附属中学校

優良賞 39 関　莉果 せき　まりか 2 横浜 青山学院横浜英和中学校
優良賞 160 武智　彩夏 たけち　あやか 3 山口 下松市立久保中学校
優良賞 169 金井　真空 かない　しんく 3 川崎 川崎市立稲田中学校
優良賞 182 羽田　理紗子 はだ　りさこ 3 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
優良賞 257 原田 香蓮 はらだ かれん 3 京都府 京都市立西京高等学校附属中学校

優良賞 332 坂根　愛理 さかね　あいり 3 山口 周南市立岐陽中学校
入選 24 三上　隼人 みかみ　はやと 3 神奈川 茅ヶ崎市立北陽中学校
入選 27 山切　亜胡 やまきり　あこ 3 鹿児島 鹿児島市立甲南中学校
入選 29 鈴木　奏成 すずき　かなる 3 東京 小金井市立南中学校
入選 31 髙木 結衣 たかぎ ゆい 2 京都府 京都市立京都御池中学校
入選 42 谷口　優愛 たにぐち　ゆめ 3 広島 広島市立伴中学校
入選 96 増岡　菜月 ますおか　なつき 3 宮崎 宮崎日本大学中学校
入選 111 細田　陽衣 ほそだ　はるい 2 富山 黒部市立清明中学校
入選 128 鹿納　裕子 かのう　ゆうこ 2 宮城 仙台市立八木山中学校
入選 147 古澤　知夏 ふるさわ　ちなつ 3 広島 ノートルダム清心中学校
入選 171 山村　那奈 やまむら　なな 3 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
入選 191 能登　菜月 のと　なつき 3 香川 丸亀市立東中学校
入選 200 河井 美空　 かわい みそら 2 京都府 京都府立福知山高等学校附属中学校

入選 210 島川　潤太 しまかわ　じゅんた 1 佐賀 成穎中学校
入選 241 川上　紗津貴 かわかみ　さつき 3 愛知 椙山女学園中学校
入選 252 山﨑　華珠 やまざき　かしゅ 3 静岡 浜松学芸中学校
入選 253 吉永　満里奈 よしなが　まりな 3 兵庫 武庫川女子大学附属中学校
入選 293 奧田　陽菜 おくだ　はるな 3 広島 広島市立広島中等教育学校
入選 312 江口　愛美 えぐち　あいみ 3 佐賀 成穎中学校
入選 327 成相　心晴 なりあい　こはる 3 兵庫 武庫川女子大学附属中学校
入選 341 間久　綸巴 まく　いとは 1 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

最優秀賞 
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 283 垣内　茜 かきうち　あかね 3 佐賀 佐賀県立致遠館中学校
優秀賞 89 谷口　紗智 たにぐち　さち 3 福岡 田川市立弓削田中学校
優秀賞 309 松野　夢羽 まつの　ゆめは 3 千葉 成田高等学校付属中学校
優秀賞 311 林　夏香 はやし　なつか 3 大阪市 相愛中学校
優良賞 45 青木　優希 あおき　ゆうき 3 埼玉 和光市立大和中学校
優良賞 69 井美　桧香 いみ　ひのか 2 山口 下松市立末武中学校
優良賞 74 富田　凛 とみた　りん 3 千葉 成田高等学校付属中学校
優良賞 82 長井　結香 ながい　ゆいか 2 東京 江戸川女子中学校
優良賞 92 石井　三知留 いしい　みちる 3 兵庫 啓明学院中学校
優良賞 298 河田　佳子 かわた　かこ 3 岡山 岡山市立岡北中学校
入選 35 三浦　永愛 みうら　えな 3 広島 広島市立牛田中学校
入選 55 利嶋　純花 としま　すみか 3 福岡 福岡市立高取中学校
入選 56 恩田　采奈 おんだ　あやな 2 横浜 青山学院横浜英和中学校
入選 71 山口　里音 やまぐち　りおん 1 香川 高松市立龍雲中学校
入選 122 滝沢　小夏 たきざわ　こなつ 3 福岡 福岡市立当仁中学校
入選 138 坂東　蒼生 ばんどう　あおい 3 富山 射水市立大門中学校
入選 176 白川　浬久 しらかわ　りく 3 千葉 流山市立東部中学校
入選 177 大田　花穂 おおた　かほ 2 沖縄 那覇市立古蔵中学校
入選 184 林　卓正 はやし　たくまさ 3 東京 日本大学豊山中学校
入選 189 木原　璃音 きはら　りおん 3 山口 周南市立岐陽中学校
入選 190 中野　信幸 なかの　のぶゆき 3 新潟 新潟明訓中学校
入選 214 深瀬 遥凪 ふかせ　はるな 3 川崎 川崎市立南河原中学校
入選 229 橋本　紗 はしもと　すず 3 佐賀 佐賀県立香楠中学校
入選 232 大木　久遠 おおき　くおん 3 横浜 横浜市立大鳥中学校
入選 233 星原　凛花 ほしはら　りんか 3 長崎 長崎県立長崎東中学校
入選 272 田﨑　華歩 たざき　かほ 3 埼玉 和光市立大和中学校
入選 274 宮本　リリ みやもと　りり 2 兵庫 武庫川女子大学附属中学校
入選 292 下入佐　茉那 しもいりさ　まな 2 鹿児島 鹿児島大学教育学部附属中学校

入選 293 水谷　有来 みずたに　ゆら 3 愛知 椙山女学園中学校
入選 325 木皿　朱音 きさら　あかね 2 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
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ラジオ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

ゆーのきょりかんどれぐらい？ 

最優秀賞 61 Youの距離感どれぐらい？ 福岡 粕屋町立粕屋東中学校 
きっといつか 

優秀賞 37 きっといつか 広島 広島市立牛田中学校 
ぼくらのこうか 

優秀賞 77 僕らの校歌 三重 桜丘中学校 
わたしたちのたからもの 

優秀賞 171 私たちの宝物 広島 広島市立伴中学校 
うしなったもの・とりもどしたいもの 

優良賞 21 失ったもの・取り戻したいもの 東京 葛飾区立金町中学校 
なんで？けんそんしたがるわたしたち 

優良賞 35 なんで？謙遜したがる私たち 福岡 福岡市立元岡中学校 
がっこうってなんだろう 

優良賞 57 学校ってなんだろう 奈良 帝塚山中学校 
すまほ・のう！ 

優良賞 74 スマホ・ノウ！ 大阪市 大阪市立田辺中学校 
あすへとつなぐこうか 

優良賞 108 明日へとつなぐ校歌 富山 黒部市立清明中学校 
つなぐしょうがいしゃとわたしたち 

優良賞 123 つなぐ障がい者と私達 福岡 福岡市立松崎中学校 
れいわのますくしんじだい 

優良賞 132 令和のマスク新時代 横浜 青山学院横浜英和中学校 
ぐとぱ 

優良賞 174 グとパ 兵庫 松蔭中学校 

テレビ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

はやちゅうりぼんせんそう 

最優秀賞 41 速中リボン戦争 富山 富山市立速星中学校 
ぱるちこふさんのう゛ぁいおりん 

優秀賞 98 パルチコフさんのヴァイオリン 広島 広島市立牛田中学校 
ろすってますよ！ 

優秀賞 109 LOSS(ロス)ってますよ！ 福岡 粕屋町立粕屋東中学校 
きょうできることから 

優秀賞 124 今日出来ることから 広島 広島市立伴中学校 
にせんにじゅういちふくいちゅうのいま 

優良賞 26 ２０２１福移中の今 札幌 札幌市立福移中学校 
うそつきときーほるだー 

優良賞 38 嘘つきとキーホルダー 兵庫 啓明学院中学校 
わたしたちのりょうかたに 

優良賞 52 わたしたちの両肩に 東京 日本大学第三中学校 
・・・ふぉーわっと？ 

優良賞 70 ．．．Ｆｏｒ　Ｗｈａｔ？ 福島 いわき市立平第三中学校 
ぶかつどうかんゆう～ほりちゅうぶんげいぶのばあい～ 

優良賞 105 部活動勧誘～堀中文芸部の場合～ 富山 富山市立堀川中学校 
ふるさとのそらよ～さいごのてがみ～ 

優良賞 136 ふるさとの空よ～最後の手紙～ 福岡 福岡市立元岡中学校 
くつしたをおりなさい 

優良賞 159 「靴下を折りなさい」 兵庫 加古川市立陵南中学校 
ほうそうぶかくめいものがたり 

優良賞 165 放送部革命物語 富山 砺波市立庄西中学校 


