
放送部門結果
朗読Ａ

1 R104 徳島県 徳島市立高等学校 中澤　千祥
2 R114 福井県 福井県立金津高等学校 小宮山理紗
3 R112 兵庫県 兵庫県立尼崎稲園高等学校 桑田　梓
4 R118 長崎県 長崎日本大学高等学校 寳藏寺花映
5 R106 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 草野みずき
6 R107 徳島県 徳島市立高等学校 菱木　耀誠

朗読Ｂ
1 R207 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 芳野　亜美
2 R217 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 津留　もな実
3 R216 愛媛県 済美平成中等教育学校 小田　さくら
4 R201 富山県 富山県立南砺福野高等学校 松永　拓真
5 R202 石川県 石川県立金沢錦丘高等学校 喜多　陽花
6 R213 富山県 富山県立呉羽高等学校 小沢　花穂里

朗読Ｃ
1 R311 岩手県 岩手県立宮古高等学校 遠洞　捺希
2 R313 北海道 札幌日本大学高等学校 新矢　萌香
3 R301 北海道 北海道釧路湖陵高等学校 三上　桃佳
4 R314 岩手県 岩手県立宮古高等学校 和山　統真
5 R303 山梨県 山梨県立日川高等学校 長田　海音
6 R308 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 大原きらり

朗読Ｄ
1 R415 島根県 石見智翠館高等学校 岩谷　麻由
2 R406 高知県 土佐女子高等学校 坂本　佳穗
3 R412 島根県 石見智翠館高等学校 須藤　理子
4 R409 高知県 土佐女子高等学校 檜垣　杏佳
5 R410 福島県 郡山高等学校 阿部　さくら
6 R414 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 関根ひなた

朗読Ｅ
1 R505 熊本県 熊本県立人吉高等学校 上村　七星
2 R513 栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 福田　真生
3 R509 宮崎県 日向学院高等学校 木山祥花
4 R517 熊本県 熊本県立第一高等学校 平江　舞杜香
5 R518 宮崎県 日向学院高等学校 篠原早紀
6 R503 京都府 同志社国際高等学校 宮岡　美奈

朗読Ｆ
1 R618 佐賀県 佐賀清和高等学校 井手　綺音
2 R616 岡山県 岡山県立岡山朝日高等学校 増田　美優
3 R609 佐賀県 佐賀清和高等学校 武富　志歩
4 R605 香川県 高松第一高等学校 西吉　真記
5 R602 神奈川県 横浜市立みなと総合高等学校 二本柳　姫乃
6 R615 愛知県 愛知県立刈谷高等学校 田中英理

朗読Ｇ
1 R712 東京都 東京都立上水高等学校 永德　柚花
2 R711 宮城県 宮城県仙台第二高等学校 小山　華
3 R707 和歌山県 和歌山県立桐蔭高等学校 森下　実紅
4 R701 青森県 青森県立三沢高等学校 和田　菜々美
5 R706 開催県 高知県立高知西高等学校 長家　美岬
6 R709 開催県 高知中央高等学校 伊藤　聖菜
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朗読Ｈ
1 R811 山形県 山形県立山形東高等学校 結城　有紗
2 R814 山形県 山形県立山形北高等学校 田村　萌子
3 R813 秋田県 秋田県立秋田高等学校 伊藤　映南
4 R816 新潟県 新潟明訓高等学校 平野　杏采
5 R815 千葉県 千葉県立小金高等学校 西川　水葵
6 R810 秋田県 秋田県立秋田北高等学校 三浦　萌那

アナウンスＡ
1 A106 山形県 羽黒高等学校 阿部　光莉
2 A114 香川県 香川県立高松商業高等学校 茅野　愛良
3 A111 香川県 香川県立高松南高等学校 十河　榛佳
4 A110 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 田上璃子
5 A113 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 水間花奈
6 A101 鹿児島県 鹿児島県立鶴丸高等学校 宅間歩里

アナウンスＢ
1 A207 大阪府 プール学院高等学校 岡田羽叶
2 A213 広島県 広島県立五日市高等学校 秦　渚紗
3 A215 島根県 石見智翠館高等学校 岩谷　凜
4 A208 静岡県 浜松市立高等学校 赤堀　実華琉
5 A217 静岡県 静岡県立島田高等学校 小山　絵里
6 A201 広島県 広島市立広島中等教育学校 小野　紗季

アナウンスＣ
1 A318 秋田県 秋田県立秋田高等学校 塩畑　逸貴
2 A305 群馬県 群馬県立前橋東高等学校 伊部　華代
3 A313 愛媛県 済美平成中等教育学校 大惠　朱莉
4 A315 三重県 三重県立松阪高等学校 坂口　恵
5 A303 三重県 三重高等学校 久保　拓也
6 A304 愛知県 金城学院高等学校 蟹江　菜々美

アナウンスＤ
1 A406 北海道 北海道札幌北高等学校 原野　希奈
2 A418 北海道 北海道芸術高等学校 瀬戸　風汐
3 A410 佐賀県 早稲田佐賀高等学校 古賀　万美子
4 A415 兵庫県 三木学園　白陵高等学校 大島　璃子
5 A411 徳島県 徳島県立城東高等学校 宮内　紀佳
6 A412 兵庫県 武庫川女子大学附属高等学校 金山　未来

アナウンスＥ
1 A514 長崎県 長崎県立大村高等学校 山口雄大
2 A511 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 冨永優希
3 A518 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校 藤原　拓翔
4 A512 山口県 山口県立山口高等学校 津田　晴香
5 A505 山梨県 山梨県立吉田高等学校 長田　祐佳
6 A502 長崎県 長崎県立諫早高等学校 雨宮明里

アナウンスＦ
1 A611 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 小野　柚香
2 A615 福岡県 福岡県立明善高等学校 江﨑　喜郎
3 A613 宮崎県 宮崎第一高等学校 三樹　史弥
4 A612 福岡県 福岡大学附属大濠中学校高等学校 松井　遥香
5 A614 大分県 大分高等学校 石井　愛梨
6 A602 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 桑野　佑太



アナウンスＧ
1 A717 千葉県 千葉県立検見川高等学校 五十嵐　にいか
2 A713 神奈川県 青山学院横浜英和高等学校 中尾　真優
3 A701 神奈川県 神奈川県立港北高等学校 池田　倫奈
4 A704 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 髙槌七海
5 A710 神奈川県 神奈川県立神奈川総合高等学校 永礼　もも香
6 A718 東京都 桐朋女子高等学校 石井　杏奈

アナウンスＨ
1 A817 熊本県 熊本県立東稜高等学校 田　芽生
2 A813 新潟県 新潟明訓高等学校 斎藤　優佳
3 A811 富山県 富山県立桜井高等学校 林　遥
4 A804 高知県 土佐女子高等学校 藤田　理香子
5 A815 石川県 石川県立七尾高等学校 東山　舞郁
6 A809 沖縄県 沖縄県立八重山高等学校 清水花菜

ビデオメッセージＡ
1 VM111 新潟県 新潟明訓高等学校 Love and Teeth
2 VM104 山梨県 山梨県立北杜高等学校 車の免許がないと生きていけないんですよ
3 VM102 新潟県 中越高等学校 クロエさんと人形浄瑠璃
4 VM110 青森県 青森県立五所川原高等学校 つがる弁ってなんだべ？
5 VM106 山口県 山口県立下松高等学校 from KUDAMATSU to the WORLD
6 VM101 青森県 青森県立青森高等学校 re:ball

ビデオメッセージＢ
1 VM208 京都府 京都府立嵯峨野高等学校 令和～嵐山から世界へ～
2 VM211 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 やさしい牧場
3 VM204 長野県 長野県松本深志高等学校 育てよう　楽都松本夢ピアノ
4 VM203 福井県 福井県立若狭東高等学校 笑楽動
5 VM212 福井県 福井県立藤島高等学校 えち鉄ガール
6 VM209 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 能勢電伝　～のせでんでん～

ビデオメッセージＣ
1 VM311 広島県 広島県立呉三津田高等学校 ポンプさんのまなざし
2 VM303 香川県 坂出第一高等学校 水生生物による水質調査報告2019
3 VM307 福岡県 筑陽学園高等学校 知る人ぞ知る！三川坑跡
4 VM312 香川県 香川県立高松北高等学校 さらば、日本最古の古典電車達
5 VM302 広島県 広島県立広島皆実高等学校 100層世紀
6 VM310 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 こみゅにけぇしょん

ビデオメッセージＤ
1 VM412 神奈川県 捜真女学校高等学部 濱のビーフシチウ
2 VM402 東京都 立正大学付属立正高等学校 つなぐ
3 VM401 北海道 北海道札幌北高等学校 軟石・繋げる・カタイイシ
4 VM411 東京都 江戸川女子高等学校 ＦＭ８４．３
5 VM408 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 紺碧の原っぱより
6 VM403 神奈川県 川崎市立高津高等学校 ＃やさい

ビデオメッセージＥ
1 VM504 岡山県 就実高等学校 障害者野球を通して
2 VM502 三重県 高田高等学校 40位が１位になった日。
3 VM501 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 乙川に散る花
4 VM507 岡山県 明誠学院高等学校 だから私は備中神楽を舞う
5 VM510 愛知県 愛知県立刈谷高等学校 「独楽」から「皆楽」へ
6 VM512 和歌山県 和歌山県立桐蔭高等学校 言葉がつなぐ、故郷



ビデオメッセージＦ
1 VM608 富山県 富山県立南砺福野高等学校 ジョイフル！！
2 VM612 山形県 山形県立山形北高等学校 無個性＋町おこし＝
3 VM609 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校  食わず嫌い!? ～Eat before Ｔhinking～
4 VM605 富山県 富山県立魚津高等学校 心マカロン
5 VM610 宮城県 宮城県仙台第三高等学校 82歳、血が騒ぐ
6 VM607 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 人と人を繋ぐ場所

ビデオメッセージＧ
1 VM706 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 nAgIsA no kouban ～安心をつなぐ～
2 VM703 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 関ヶ原の戦いの前日　～知られざる戦い～
3 VM701 栃木県 学校法人足利大学　足利大学附属高等学校 五輪、二度目も挑戦！
4 VM711 群馬県 群馬県立高崎女子高等学校 狐火を絶やさずに
5 VM712 岐阜県 岐阜県立斐太高等学校 さるぼぼのおしごと！
6 VM702 群馬県 高崎商科大学附属高等学校 三百年後を見据えて

ビデオメッセージＨ
1 VM802 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校 ありがとう　こどもや
2 VM801 福島県 福島県立磐城高等学校 広い！
3 VM810 福島県 福島県立郡山高等学校 ぶんずって何？
4 VM812 大阪府 大阪夕陽丘学園高等学校 なにわの味パインアメ
5 VM807 鳥取県 鳥取県立米子西高等学校 OriHime
6 VM809 熊本県 熊本県立熊本高等学校 肥後あるき

オーディオピクチャーＡ＋Ｂ
1 AP206 兵庫県 兵庫県立伊丹北高等学校 燈心
2 AP201 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 あかちゃんは宝もの
3 AP204 長野県 長野県岡谷南高等学校 花火大会が優しくない
4 AP103 石川県 石川県立大聖寺高等学校 かけがえのないあなた
5 AP102 新潟県 新潟県立新潟高等学校 しあわせたまご
6 AP205 京都府 同志社国際高等学校 漬物男子

オーディオピクチャーＣ＋Ｄ
1 AP401 北海道 市立札幌新川高等学校 杏地
2 AP305 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 君の名は。your name
3 AP402 東京都 岩倉高等学校 記憶をつなぐ
4 AP405 愛媛県 愛媛県立新居浜西高等学校 ナプキンが変える
5 AP403 神奈川県 神奈川県立神奈川総合高等学校 麹～受け継がれる味わい～
6 AP306 開催県 土佐高等学校 ファインダー

オーディオピクチャーＥ＋Ｆ
1 AP506 鹿児島県 霧島市立国分中央高等学校 保存版！鹿児島アクセント講座
2 AP501 愛知県 愛知県立尾西高等学校 伝統を彫る～尾張の木魚職人～
3 AP602 秋田県 秋田県立秋田高等学校 変わりゆく花、継がれゆく火
4 AP606 滋賀県 光泉カトリック高等学校 見て、食べて、贈って
5 AP605 富山県 富山県立呉羽高等学校 Stilblu
6 AP505 長崎県 海星高等学校 あごと、とぶ！

オーディオピクチャーＧ＋Ｈ
1 AP805 高知県 高知県立高知農業高等学校 職人魂～決めた道を極めきる～
2 AP801 福島県 福島県立いわき光洋高等学校 真心
3 AP803 大阪府 四天王寺高等学校 色あせない
4 AP703 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 ローカルフード
5 AP702 群馬県 群馬県立前橋女子高等学校 ほたる for Smile～次の世代へ繋ぐ輝き
6 AP802 茨城県 茨城県立緑岡高等学校 凪がぬうちわの伝統


