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２０２２年８月３日（水）と４日（木）、片柳学園日本工学院専門学校蒲田キャンパスを会場に行

われた第４６回全国高等学校総合文化祭放送部門は、盛会のうちに幕を閉じました。放送にかかわる

全国の高校生と交流出来たことは、とても貴重な機会でした。コロナ禍の中、感染対策にも心配りい

ただき、ありがとうございました。 

 審査の結果は、下記のようになりました。

 

 文部科学大臣賞…福井県 

 文化庁長官賞……長崎県 
 

 各部門の結果は、 通りです。なお、同点の場合は、同じ順位に複数の方または作品が該当す

ることがあります。 

 

アナウンス部門Ａブロック  

優秀賞 福井県 福井県立藤島高等学校 青木 唯菜 

第２位 兵庫県 武庫川女子大学附属高等学校 三好 紅葉 

第３位 長野県 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 丸山 珠礼 

第４位 兵庫県 兵庫県立東播磨高等学校 福田 倫里 

第４位 福井県 福井県立羽水高等学校 村中 風香 

第６位 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 佐々 ちひろ 

アナウンス部門 Bブロック  

優秀賞 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 小野 真由子 

第２位 青森県 青森県立青森高等学校 梅内 彩乃 

第３位 広島県 広島県立尾道東高等学校 杉原 悠乃 

第４位 大分県 大分県立大分豊府高等学校 福田 羽七 

第５位 青森県 青森県立青森高等学校 小倉 有貴 

第６位 広島県 広島市立基町高等学校 中村 琴美 

アナウンス部門 Cブロック  

優秀賞 福岡県 福岡県立福岡高等学校 中原 陽花 

第２位 佐賀県 佐賀清和高等学校 副島  葉月 

第３位 佐賀県 佐賀清和高等学校 朝日 綾華 

第４位 山形県 山形県立山形西高等学校 矢口 美羽 

第５位 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 井上 皓貴 

第６位 新潟県 新潟明訓高等学校 石井 陽之 

次のようになりました。

次のとおり
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アナウンス部門 Dブロック  

優秀賞 栃木県 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 鈴木 紗羽 

第２位 富山県 富山県立富山中部高等学校 大田 実夢 

第３位 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 八田 奈々 

第４位 富山県 富山県立桜井高等学校 松島 千桜 

第５位 大阪府 相愛高等学校 上田 奈々葉 

第６位 栃木県 栃木県立鹿沼高等学校 長谷川 萌愛 

第６位 沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校 本多 美貴 

アナウンス部門 Eブロック  

優秀賞 長崎県 長崎県立大村高等学校 尾﨑 美雨 

第２位 静岡県 浜松聖星高等学校 真壁 彩花 

第３位 静岡県 浜松市立高等学校 槗本 小桃里 

第４位 長崎県 長崎県立長崎北高等学校 渡邊 紗羽 

第５位 宮崎県 宮崎県立宮崎大宮高等学校 桐井 綺子 

第６位 京都府 京都府立鳥羽高等学校 鈴木 晶 

アナウンス部門 Fブロック  

優秀賞 山梨県 山梨英和高等学校 小宮山 蒔 

第２位 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 奥 莉瑠 

第３位 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校 下竹 青空 

第４位 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 岡田 夏実 

第５位 香川県 香川県立丸亀高等学校 岡川 稜 

第６位 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 森田 夢乃 

第６位 山梨県 山梨県立吉田高等学校 中野 愛子 

アナウンス部門 Gブロック  

優秀賞 東京都 東京都立上水高等学校 浦木 ほのか 

第２位 愛媛県 済美平成中等教育学校 矢野 陽菜 

第３位 北海道 札幌日本大学高等学校 山﨑 奏羽 

第４位 愛媛県 愛媛県立松山西中等教育学校 岡井 愛真 

第５位 北海道 北海道札幌南高等学校 佐々木 一夏 

第６位 滋賀県 光泉カトリック高等学校 清水 咲葉 

アナウンス部門 Hブロック  

優秀賞 東京都 晃華学園中学校高等学校 伊草 心南 

第２位 鳥取県 鳥取県立鳥取東高等学校 林 春那 

第３位 徳島県 徳島市立高等学校 宮内 悠里 

第４位 高知県 土佐女子高等学校 楠瀬 瑠佳 

第４位 奈良県 奈良県立奈良高等学校 片岡 優希 

第６位 鳥取県 鳥取県立八頭高等学校 井口 恋那 
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アナウンス部門審査員特別賞  

Bブロック 福島県 福島県立磐城高等学校 今泉 栞花 

Bブロック 青森県 青森県立青森高等学校 梅内 彩乃 

Eブロック 熊本県 熊本県立東稜高等学校 嶋田 萌恵 

Fブロック 山梨県 山梨県立吉田高等学校 中野 愛子 

朗読部門Ａブロック 
 

優秀賞 愛媛県 愛媛県立今治南高等学校 越智 あかり 

第２位 長崎県 長崎県立大村高等学校 黒川 銀杏 

第３位 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 阿部 芙優花 

第４位 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 ハント 雅 

第５位 広島県 ノートルダム清心中・高等学校 山口 真結子 

第６位 愛媛県 済美平成中等教育学校 森岡 歩美 

朗読部門Ｂブロック  

優秀賞 東京都 東京都立上水高等学校 山田 さくら 

第２位 新潟県 新潟明訓高等学校 佐藤 百華 

第３位 秋田県 秋田県立由利高等学校 畠山 未衣 

第４位 京都府 ノートルダム女学院高等学校 山本 小花 

第４位 佐賀県 佐賀清和高等学校 樋口 奏 

第６位 秋田県 秋田県立秋田高等学校 渡辺 呈碧 

朗読部門Ｃブロック  

優秀賞 福岡県 福岡工業大学附属城東高等学校 松本 月菜 

第２位 東京都 桐朋女子高等学校 吉田 識央 

第３位 東京都 東京都立上水高等学校 川合 美羽 

第４位 東京都 東京都立上水高等学校 溝口 唯果 

第４位 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 山田 咲雪 

第６位 和歌山県 和歌山県立橋本高等学校 坂本 大 

朗読部門Ｄブロック  

優秀賞 山口県 山口県立下松高等学校 小笠原 涼乃 

第２位 山口県 山口県立柳井高等学校 馬木 華歩 

第３位 神奈川県 神奈川県立港北高等学校 鳥越 彩花 

第４位 青森県 青森県立青森高等学校 佐藤 珠里 

第４位 青森県 青森県立八戸東高等学校 下平 凛 

第６位 青森県 青森県立青森南高等学校 伊藤 有那 

第６位 山口県 山口県立山口高等学校 吉田 朱音 
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朗読部門Ｅブロック  

優秀賞 徳島県 徳島県立城北高等学校 渡辺 まもる 

第２位 鹿児島県 鹿児島県立甲南高等学校 居細工 知菜 

第２位 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 三谷 菜々美 

第４位 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校 堀野 朝日香 

第４位 静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校 鈴木 彩夏 

第６位 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校 川野 真歩 

朗読部門Ｆブロック  

優秀賞 宮城県 宮城学院高等学校 伊藤 光琉 

第２位 栃木県 栃木県立真岡女子高等学校 田﨑 優依 

第３位 宮城県 宮城県仙台第三高等学校 三浦 和佳 

第３位 愛知県 南山高等学校女子部 山田 ひなた 

第５位 愛知県 愛知県立岡崎西高等学校 名倉 ことは 

第６位 奈良県 帝塚山高等学校 辻上 真生 

朗読部門Ｇブロック  

優秀賞 沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校 大西 風海 

第２位 島根県 石見智翠館高等学校 山田 果穂 

第３位 島根県 石見智翠館高等学校 和田 柚希 

第４位 大阪府 相愛高等学校 辻本 明日美 

第４位 大阪府 浪速高等学校 山原 優喜 

第６位 沖縄県 沖縄県立首里高等学校 大城 保乃香 

朗読部門Ｈブロック  

優秀賞 福島県 福島県立安積黎明高等学校 本間 紀香 

第２位 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 内田 湖心 

第２位 福井県 仁愛女子高等学校 橋本 ひなた 

第４位 北海道 函館大妻高等学校 中安 優乃 

第５位 山形県 山形県立東桜学館高等学校 川井 一 

第５位 福井県 福井県立羽水高等学校 野村 明咲 

第５位 福島県 福島県立磐城高等学校 大石 花月 

朗読部門審査員特別賞  

Aブロック 長崎県 長崎県立大村高等学校 黒川 莉那 

Ａブロック 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 阿部 芙優花 

Ｃブロック 東京都 桐朋女子高等学校 吉田 識央 

Ｃブロック 和歌山県 和歌山県立橋本高等学校 坂本 大 
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オーディオメッセージ部門Ａブロック＋Ｂブロック  

優秀賞 長崎県 長崎県立長崎工業高等学校 つかってみゅーで、長崎弁 

第２位 兵庫県 兵庫県立御影高等学校 関西人ウイルス 

第２位 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 歴代総理、岐阜出身いませんか？ 

第４位 東京都 岩倉高等学校 ミツバチとともに 

第５位 鹿児島県 鹿児島県立川内高等学校 かごんま 

第６位 栃木県 足利大学附属高等学校 音！ 

オーディオメッセージ部門Ｃブロック＋Ｄブロック  

優秀賞 福井県 福井県立藤島高等学校 キミの声を聞かせて 

第２位 群馬県 高崎商科大学附属高等学校 戦争について考える 

第３位 島根県 石見智翠館高等学校 邑南町の防災無線事情 

第４位 和歌山県 和歌山県立那賀高等学校 Switzul-古い編み機が集まれば- 

第５位 埼玉県 埼玉県立川越南高等学校 未来の保管場所 

第５位 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 想いつなぐ風鈴の音 

オーディオメッセージ部門Ｅブロック＋Ｆブロック  

優秀賞 静岡県 静岡大成高等学校 村の小さなおべんとうやさん 

第２位 広島県 ノートルダム清心中・高等学校 繋ぐ 

第３位 北海道 市立札幌新川高等学校 愛の渦巻き 

第４位 新潟県 新潟県立新潟高等学校 ふるさと にいがた 

第５位 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 いしをつなぐ 

第６位 東京都 桐朋女子高等学校 ぼっちでも good 

オーディオメッセージ部門Ｇブロック＋Ｈブロック  

優秀賞 沖縄県 沖縄県立前原高等学校 うちなーEnglish 

第２位 熊本県 熊本県立玉名高等学校 草枕の舞台 

第３位 神奈川県 川崎市立高津高等学校 川崎の塩で縁（塩）結び 

第４位 山梨県 山梨県立吉田高等学校 馬いる生まれるスマイル 

第４位 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 もったいないをめしあがれ 

第６位 青森県 青森県立青森南高等学校 おやすみモードを解除します 

オーディオメッセージ部門審査員特別賞  

Ｂブロック 東京都 岩倉高等学校 ミツバチとともに 

Ｄブロック 島根県 石見智翠館高等学校 邑南町の防災無線事情 
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ビデオメッセージ部門Ａブロック  

優秀賞 鹿児島県 霧島市立国分中央高等学校 鹿児島アクセント講座～実践編～ 

第２位 栃木県 栃木県立栃木翔南高等学校 さんぽ 

第３位 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 海辺のうどん屋さん 

第３位 山形県 山形県立左沢高等学校 『ATERA』 

第５位 宮城県 仙台白百合学園高等学校 出会いお届けします 

第６位 栃木県 足利大学附属高等学校 つながる議会 

ビデオメッセージ部門Ｂブロック  

優秀賞 徳島県 徳島県立城東高等学校 ０ウェイスト 

第２位 兵庫県 兵庫県立西脇北高等学校 永遠の学舎 

第３位 東京都 東京都立小松川高等学校 今は無きおばけ煙突 

第４位 兵庫県 兵庫県立東播磨高等学校 紫の風 

第５位 徳島県 徳島県立城北高等学校 徳島の味わい 

第６位 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 歯が立たない日本一も特産品 

ビデオメッセージ部門Ｃブロック  

優秀賞 佐賀県 佐賀県立有田工業高等学校 おかえり、陶器市 

第２位 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 Kasolution 

第３位 埼玉県 埼玉県立小川高等学校 後世へつなぐ灯 

第４位 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 見る－前へ進む－ 

第５位 大分県 大分県立別府鶴見丘高等学校 エントモ 

第６位 和歌山県 和歌山県立那賀高等学校 『農業女子の現在地』 

ビデオメッセージ部門Ｄブロック  

優秀賞 島根県 島根県立出雲工業高等学校 棚田と共に～受け継がれる風景～ 

第２位 三重県 鈴鹿高等学校 試験監督 

第３位 三重県 青山高等学校 今日、スマホ辞め、、、ます。 

第４位 福井県 福井県立藤島高等学校 ココで！ココペリ 

第５位 福井県 福井県立若狭東高等学校 好きこそ物の上手なれ 

第６位 群馬県 高崎商科大学附属高等学校 夢と技術を繋いで 

ビデオメッセージ部門Ｅブロック  

優秀賞 静岡県 浜松市立高等学校 Go☆To地グルメ 

第２位 富山県 富山県立呉羽高等学校 ライチョウを守る 

第３位 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校 轟き 

第４位 福島県 福島県立安積黎明高等学校 今を謳う 

第５位 新潟県 新潟県立長岡工業高等学校 MEDIKEN 技術屋魂 

第６位 愛媛県 愛媛県立三島高等学校 紙の町のレタス 
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ビデオメッセージ部門Ｆブロック  

優秀賞 北海道 北海道旭川永嶺高等学校 ヤマヌシ 

第２位 長野県 長野県岡谷南高等学校 まわれ！まわれ！ 

第３位 広島県 広島県立尾道東高等学校 尾道ぶどういかがですか 

第４位 長野県 松商学園高等学校 400 年のバトン 

第５位 広島県 広島なぎさ高等学校 灯り 

第６位 北海道 北海道帯広三条高等学校 金碧の古湖 

ビデオメッセージ部門Ｇブロック  

優秀賞 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 変わるものと変わらないもの 

第２位 山梨県 山梨県立北杜高等学校 やってみよう！スマホ禁止一週間 

第３位 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 寺子屋で結ぶ想い 

第４位 沖縄県 沖縄県立具志川高等学校 
みんなのおうち  

～くじら寺子屋の軌跡～ 

第５位 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 未来の農業を担う若者たちへ 

第６位 茨城県 茨城県立緑岡高等学校 水郡線のキセキ 

ビデオメッセージ部門Ｈブロック  

優秀賞 奈良県 帝塚山高等学校 新しい NORMALへ 

第２位 熊本県 熊本県立済々黌高等学校 水面のむこうがわ 

第３位 神奈川県 青山学院横浜英和高等学校 １５８年の時を越へて 

第４位 神奈川県 川崎市立高津高等学校 雨のち、し泡せ 

第５位 青森県 青森県立青森高等学校 アイを伝えたいっ！ 

第６位 香川県 香川県立高松北高等学校 登ろう屋島、そこは宝島。 

ビデオメッセージ部門審査員特別賞  

Ｂブロック 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 花の芽 未来の芽 

Ｃブロック 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 Kasolution 

Ｆブロック 広島県 広島なぎさ高等学校 灯り 

 

 


