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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 158 間久　綸巴 まく　いとは 2 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

優秀賞 11 中田　美咲 なかた　みさき 3 山口 下松市立末武中学校
優秀賞 228 阪本　桃香 さかもと　ももか 3 熊本 熊本市立錦ヶ丘中学校
優秀賞 332 細田　紗希 ほそだ　さき 1 東京 葛飾区立金町中学校
優良賞 12 中山　千颯 なかやま　ちはや 2 熊本 玉名市立玉名中学校
優良賞 116 秋野　華加 あきの　はなか 3 埼玉 和光市立大和中学校
優良賞 184 濱田　悠歌 はまだ　ゆうか 3 横浜 青山学院横浜英和中学校
優良賞 270 小祝　陽花 こいわい　ひな 3 東京 昭和女子大学附属昭和中学校
優良賞 295 中野　愛実 なかの　まなみ 3 広島 広島市立牛田中学校
優良賞 339 八木橋　実慶 やぎはし　みのり 2 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

入選 9 橋本　眞子 はしもと　まこ 3 広島 広島市立牛田中学校
入選 13 石田　晃美 いしだ　てるみ 3 福井 福井市成和中学校
入選 26 増田　侑芽 ますだ　ゆめ 1 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

入選 46 山口　紗世 やまぐち　さよ 2 岡山 就実中学校
入選 57 市原　彩衣 いちはら　さえ 3 神奈川 茅ヶ崎市立第一中学校
入選 59 髙橋　璃妃 たかはし　りさき 3 福島 いわき市立平第三中学校
入選 93 新地　夏妃 しんち　なつき 2 山口 下松市立末武中学校
入選 144 吉岡　大輝 よしおか　だいき 3 埼玉 和光市立大和中学校
入選 152 岡崎　聡真 おかざき　そうま 3 山口 下松市立末武中学校
入選 161 東浦　愛夏 ひがしうら　あいな 3 大阪市 桃山学院中学校
入選 187 井澤　羽琉 いざわ　はる 2 東京 葛飾区立金町中学校
入選 202 西村　美柚 にしむら　みゆう 3 兵庫 雲雀丘学園中学校
入選 213 亀井　優奈 かめい　ゆな 2 大阪市 桃山学院中学校
入選 217 蓑田　凛 みのだ　りん 3 鹿児島 鹿児島修学館中学校
入選 250 平良　美和 たいら　みわ 1 大阪市 桃山学院中学校
入選 258 寺田　梨鼓 てらた　りこ 3 千葉 成田高等学校付属中学校
入選 274 門司　彩音 もんじ　あやね 3 福岡 飯塚市立幸袋中学校
入選 292 野間　彩音 のま　あやね 2 山口 周南市立岐陽中学校
入選 293 栗林　昊希 くりばやし　こうき 1 千葉 柏市立豊四季中学校
入選 337 関　莉果 せき　まりか 3 横浜 青山学院横浜英和中学校

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 319 森　ともみ もり　ともみ 3 山口 防府市立国府中学校
優秀賞 96 片山　楓乃 かたやま　ふうの 3 京都府 京都教育大学附属桃山中学校
優秀賞 170 井美　桧香 いみ　ひのか 3 山口 下松市立末武中学校
優秀賞 347 木村　音葉 きむら　おとは 3 大阪市 大阪市立市岡中学校
優良賞 57 佐藤　織羽 さとう　おるは 3 秋田 秋田市立桜中学校
優良賞 59 宮原　彩夏 みやはら　あやか 3 千葉 柏市立豊四季中学校
優良賞 91 畳谷　律香 たたみたに　りつか 3 岡山 山陽学園中学校
優良賞 190 宮尾　祥音 みやお　ひろと 2 熊本 熊本県立玉名高等学校附属中学校

優良賞 234 赤阪　理菜 あかさか　りな 2 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

優良賞 278 長井　結香 ながい　ゆいか 3 東京 江戸川女子中学校
入選 16 向井　咲陽 むかい　さや 3 東京 跡見学園中学校
入選 28 里中　乙葉 さとなか　おとは 3 福岡 福岡市立百道中学校
入選 37 大坪　莉子 おおつぼ　りこ 3 広島 広島市立牛田中学校
入選 38 鈴木　絢菜 すずき　あやな 3 千葉 成田高等学校付属中学校
入選 39 山本　宙來 やまもと　ちゅら 2 山口 下松市立末武中学校
入選 79 西田　七彩 にしだ　なないろ 3 神奈川 茅ヶ崎市立第一中学校
入選 130 工藤　笑美 くどう　えみ 3 愛媛 愛媛県立松山西中等教育学校
入選 172 瓦田　彩亜耶 かわらだ　さあや 3 佐賀 多久市立東原庠舎西渓校
入選 173 秋吉　美宏 あきよし　みひろ 3 熊本 熊本市立出水中学校
入選 209 鈴木　凜 すずき　りん 3 神奈川 茅ヶ崎市立第一中学校
入選 220 飯盛　結愛 いいもり　ゆめ 3 広島 安田女子中学校
入選 221 福村　衣玖子 ふくむら　いくこ 2 奈良 帝塚山中学校
入選 224 高木　刹那 たかき　せつな 3 兵庫 西宮市立今津中学校
入選 225 菅原　麻央 すがわら　まお 3 新潟 新潟明訓中学校
入選 233 才崎　陽菜 さいさき　ひな 2 熊本 熊本県立玉名高等学校附属中学校

入選 256 滝川　柚葉 たきがわ　ゆずは 3 福井 あわら市金津中学校
入選 279 山口　愛美 やまぐち　まなみ 3 愛知 南山中学校女子部
入選 285 中尾　浬音 なかお　りおん 3 京都府 京都市立西京高等学校附属中学校

入選 298 中村　泉水 なかむら　いずみ 3 広島 広島市立牛田中学校
入選 308 阿部　千里 あべ　ちさと 3 福島 郡山市立郡山第三中学校
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ラジオ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

そばがない！！ 

最優秀賞 35 蕎麦がない！！ 大阪市 相愛中学校 
えーたいぷ？びーたいぷ？ 

優秀賞 97 Ａタイプ？Ｂタイプ？ 三重 高田中学校 
おくじょうのうちゅうじん 

優秀賞 109 屋上の宇宙人 富山 富山市立堀川中学校 
ひろしまをつたえたい 

優秀賞 167 ＨＩＲＯＳＨＩＭＡを伝えたい 広島 広島市立伴中学校 
おとなってなんだろう 

優良賞 11 大人ってなんだろう 奈良 帝塚山中学校 
だいとう・しん・ますく 

優良賞 15 daito・シン・マスク 大阪府 大東市立大東中学校 
うぃず　りたーにー　 

優良賞 41 with Returnee 東京 桐朋女子中学校 
じゆうのゆくさき 

優良賞 66 自由の行く先 兵庫 白陵中学校 
きせつをかんじて 

優良賞 106 季節を感じて 福島 いわき市立平第三中学校 
それいけ　おやじぎゃぐ 

優良賞 142 それいけ！親父ギャグ 横浜 青山学院横浜英和中学校 
ろんどんからのてんにゅうせい 

優良賞 147 ロンドンからの転入生 三重 桜丘中学校 
もったいにゃい 

優良賞 170 もったいにゃい 大阪市 大阪市立田辺中学校 

テレビ番組部門
結果 No. 作品名 地区名 学校名

へいわをつなぐばら 

最優秀賞 18 平和をつなぐバラ 京都府 京都府立福知山高等学校附属中学校 

こうかにたくされたねがい 

優秀賞 79 校歌に託された願い 広島 広島市立伴中学校 
へいわのじくせん 

優秀賞 170 平和の軸線 広島 広島市立牛田中学校 
せんせい！わたしたちのかおしってますく？ 

優秀賞 174 先生！私たちの顔知ってますく？ 東京 日本大学豊山女子中学校 
きゅうしょくろすについてかんがえませんか？ 

優良賞 30 給食ロスについて考えませんか？ 奈良 桜井市立桜井中学校 
にせんごじゅうねんのぼくたちへ 

優良賞 34 ２０５０年の僕たちへ 富山 富山市立堀川中学校 
ゆめおいびと 

優良賞 52 夢追人 山口 周南市立秋月中学校 
がくもんのぉすすめ 

優良賞 56 学問のぉすゝめ 東京 日本大学第三中学校 
みらいのぼくより 

優良賞 70 ミライノボクヨリ 東京 三田国際学園中学校 
るーるめいかー　がっこうをかえる 

優良賞 87 ルールメイカー　学校を変える 大阪府 泉大津市立小津中学校 
ますくにじゆうを 

優良賞 112 マスクに自由を 福島 いわき市立平第三中学校 
しんく　こうそく 

優良賞 138 Think　校則 福岡 福岡市立和白中学校 


