
＜アナウンス部門＞
決勝
No

準決勝
No

氏名 学年 県名 学校名 学校名

優勝 7 56 松瀬萌々香 2 長　崎 佐世保北 長崎県立佐世保北高等学校

準優勝 8 20 津田美紀子 2 福　岡 城南 福岡県立城南高等学校

第３位 11 43 藤野　航青 2 福　岡 嘉穂 福岡県立嘉穂高等学校

優良賞 1 39 安福　太郎 1 沖　縄 具志川 沖縄県立具志川高等学校

優良賞 2 32 西村穂乃香 1 鹿児島 鹿児島純心女子 鹿児島純心女子高等学校

優良賞 3 71 池田　季巳 2 佐　賀 佐賀清和 佐賀清和高等学校

優良賞 4 65 上田　優雅 2 熊　本 熊本北 熊本県立熊本北高等学校

優良賞 5 70 村上　枝野 2 大　分 大分上野丘 大分県立大分上野丘高等学校

優良賞 6 62 吉川　輝 2 熊　本 宇土 熊本県立宇土高等学校

優良賞 9 17 石橋まりな 2 佐　賀 佐賀清和 佐賀清和高等学校

優良賞 10 64 樋渡　彩音 2 宮　崎 宮崎北 宮崎県立宮崎北高等学校

優良賞 12 11 長島　百花 2 長　崎 長崎西 長崎県立長崎西高等学校

優良賞 13 38 河野里都菜 2 大　分 大分上野丘 大分県立大分上野丘高等学校

優良賞 14 14 日田　豊隆 2 長　崎 長崎西 長崎県立長崎西高等学校

優良賞 15 42 岡元　里桜 2 鹿児島 武岡台 鹿児島県立武岡台高等学校

優良賞 16 57 鎌田希良梨 2 宮　崎 日向学院 日向学院高等学校

優良賞 17 45 甲斐菜々子 2 大　分 大分舞鶴 大分県立大分舞鶴高等学校

優良賞 18 72 相良ひかる 2 長　崎 諫早 長崎県立諫早高等学校

優良賞 19 36 竹永　美優 1 長　崎 活水 活水高等学校

優良賞 20 53 櫨本莉里花 2 長　崎 島原 長崎県立島原高等学校

優良賞 21 22 成松　海悠 1 熊　本 第一 熊本県立第一高等学校

＜朗読部門＞
決勝
No

準決勝
No

氏名 学年 県名 学校名 学校名

優勝 19 69 待木　希海 2 宮　崎 都城泉ヶ丘 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

準優勝 9 56 日高　由貴 2 宮　崎 都城泉ヶ丘 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

第３位 13 39 吉野　桜 1 長　崎 長崎西 長崎県立長崎西高等学校

優良賞 1 36 萩原由依子 2 佐　賀 佐賀西 佐賀県立佐賀西高等学校

優良賞 2 33 窪田　陽子 2 長　崎 佐世保西 長崎県立佐世保西高等学校

優良賞 3 25 上地リオン 2 沖　縄 那覇 沖縄県立那覇高等学校

優良賞 4 45 小淵　秋穂 2 長　崎 大村 長崎県立大村高等学校

優良賞 5 52 神田　夏帆 1 福　岡 西南学院 学校法人西南学院　西南学院高等学校

優良賞 6 63 大塚　晴香 2 長　崎 佐世保西 長崎県立佐世保西高等学校

優良賞 7 66 坂本　薫 2 長　崎 長崎西 長崎県立長崎西高等学校

優良賞 8 42 那波　柚奈 2 鹿児島 鹿児島純心女子 鹿児島純心女子高等学校

優良賞 10 27 岩渕　麗可 2 大　分 大分 大分高等学校

優良賞 11 49 立花　紗希 2 熊　本 第一 熊本県立第一高等学校

優良賞 12 72 三浦　颯太 2 福　岡 鞍手 福岡県立鞍手高等学校

優良賞 14 47 神代　海央 2 佐　賀 佐賀北（全） 佐賀北高等学校全日制

優良賞 15 50 山口　佑菜 2 宮　崎 宮崎北 宮崎県立宮崎北高等学校

優良賞 16 64 小石　杏 2 大　分 杵築 大分県立杵築高等学校

優良賞 17 19 溝上　輝 3 佐　賀 佐賀北(通) 佐賀北高等学校通信制

優良賞 18 59 坂田　美穂 2 長　崎 島原 長崎県立島原高等学校

優良賞 20 54 赤木　愛香 1 長　崎 長崎明誠 長崎県立長崎明誠高等学校

優良賞 21 24 石村　基幸 1 長　崎 長崎北 長崎県立長崎北高等学校
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＜ラジオ番組部門＞

決勝
No

準決勝
No

県名 学校名 学校名

優勝 7 17 福　岡 鞍手 福岡県立鞍手高等学校

準優勝 9 13 熊　本 第二 熊本県立第二高等学校

第３位 8 39 長　崎 諫早東 長崎県立諫早東高等学校

優良賞 1 16 Change　～前を向いて～ 沖　縄 那覇 沖縄県立那覇高等学校

優良賞 2 20 262 佐　賀 佐賀商（全） 佐賀商業高等学校全日制

優良賞 3 36 蝉時雨 熊　本 人吉 熊本県立人吉高等学校

優良賞 4 18 宣誓、日本一になります 長　崎 諫早 長崎県立諫早高等学校

優良賞 5 30 現実は甘くない 鹿児島 種子島 鹿児島県立種子島高等学校

優良賞 6 40 響 宮　崎 宮崎第一 宮崎第一高等学校

優良賞 10 27 校内デリバリー 佐　賀 佐賀北（全） 佐賀北高等学校全日制

奨励賞 12 長　崎 長崎西 長崎県立長崎西高等学校

奨励賞 31 福　岡 福岡 福岡県立福岡高等学校

奨励賞 28 長　崎 創成館 創成館高等学校

奨励賞 38 大　分 日田林工 大分県立日田林工高等学校

奨励賞 6 佐　賀 有田工 佐賀県立有田工業高等学校

＜テレビ番組部門＞
決勝
No

準決勝
No

県名 学校名 学校名

優勝 8 33 鹿児島 種子島 鹿児島県立種子島高等学校

準優勝 5 16 沖　縄 那覇国際 沖縄県立那覇国際高等学校

第３位 6 35 大　分 日田林工 大分県立日田林工高等学校

優良賞 1 26 次のコンビニを求めて 熊　本 八代清流 熊本県立八代清流高等学校

優良賞 2 29 はばたけ!!未来へ 長　崎 諫早東 長崎県立諫早東高等学校

優良賞 3 17 Snow White Complex 佐　賀 佐賀北（全） 佐賀北高等学校全日制

優良賞 4 11 求む人材！地元企業の抱える悩み 長　崎 松浦 長崎県立松浦高等学校

優良賞 7 19 美・和・子 宮　崎 高鍋 宮崎県立高鍋高等学校

優良賞 9 36 ムードメーカー 長　崎 創成館 創成館高等学校

優良賞 10 20 A beam of hopes～希望の光～ 長　崎 長崎商業 長崎市立長崎商業高等学校

奨励賞 25 佐　賀 佐賀清和 佐賀清和高等学校

奨励賞 37 宮　崎 宮崎大宮 宮崎県立宮崎大宮高等学校

奨励賞 24 福　岡 鞍手 福岡県立鞍手高等学校

奨励賞 21 熊　本 済々黌 熊本県立濟々黌高等学校

奨励賞 13 熊　本 第一 熊本県立第一高等学校Color full
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