
総合優勝 宮崎北 高等学校

総合優勝 宮崎第一 高等学校

第３位 都城泉ヶ丘 高等学校

第１位 宮崎北 高等学校 ひなたのしあわせ

第２位 宮崎第一 高等学校 私たちの叫び

第３位 延岡星雲 高等学校 Telephone

第１位 延岡星雲 高等学校 私たちの今

第２位 本庄 高等学校 SNSの危険性

第１位 都城泉ヶ丘 高等学校 11.2km/s

第２位 聖心ウルスラ 高等学校
キタイよ　キタイよ　飛
んでいけ

第３位 本庄 高等学校 こんな私でも

第１位 宮崎北 高等学校 カウント

第２位 延岡星雲 高等学校 The mark sheet

○ 創作ラジオド
ラマ部門

○ テレビドキュ
メント部門

○ 創作テレビド
ラマ部門

令和2年度　宮崎県高校放送コンテスト
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○ ラジオドキュ
メント部門

学校賞



第１位 日南学園 高等学校 ３年 森野　紫音

第２位 日向学院 高等学校 ３年 加藤　彩夏

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 鎌田　春乃

第３位 宮崎北 高等学校 ２年 安楽　美春

〃 宮崎大宮 高等学校 ３年 堀江　芽理奈

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 ３年 山口　麗

第４位 宮崎北 高等学校 ３年 江藤　萌美

〃 延岡 高等学校 ３年 栁井　美佑

〃 宮崎大宮 高等学校 ２年 河野　はな

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 脇野　凜

〃 日南学園 高等学校 ２年 村中　なつみ

〃 本庄 高等学校 ３年 白坂　藍夢

〃 延岡星雲 高等学校 ３年 甲斐　理子

〃 延岡 高等学校 ２年 椎葉　羽月

〃 日向学院 高等学校 ３年 蓮池　音羽

〃 宮崎大宮 高等学校 ２年 粉川　真帆

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 ２年 河野　心響

〃 妻 高等学校 ３年 橋口　茂華

〃 宮崎北 高等学校 ３年 中山　凜香

〃 宮崎大宮 高等学校 ２年 甲斐　想奈
注意：　第４位（決勝進出者）については予選の演順で表示しています
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○アナウン
ス部門



第１位 宮崎第一 高等学校 ３年 穴井　理帆

第２位 都城泉ヶ丘 高等学校 ３年 永山　恭行

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 黒木　梨央

第３位 日向学院 高等学校 ３年 篠原　早紀

〃 日向学院 高等学校 ３年 木山　祥花

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 ３年 田中　里歩

第４位 聖心ウルスラ 高等学校 ３年 田中　美妃

〃 五ヶ瀬中等教育 学校 １年 齋藤　武志

〃 都城工業 高等学校 ３年 北川　真衣

〃 宮崎北 高等学校 ２年 伊福　唯

〃 五ヶ瀬中等教育 学校 ３年 神田　真愛

〃 宮崎南 高等学校 ２年 岩下　碧華

〃 宮崎北 高等学校 ３年 松永　惟暖

〃 日向学院 高等学校 ２年 廣嶋　沙映

〃 宮崎日大 高等学校 ３年 四位　初音

〃 五ヶ瀬中等教育 学校 ３年 吉良　優那

〃 日南振徳 高等学校 ２年 落合　舞

〃 宮崎北 高等学校 ２年 溝上　智也

〃 日南学園 高等学校 ３年 山下　香音

〃 宮崎南 高等学校 ２年 増田　千夏

〃 宮崎北 高等学校 ２年 日髙　杏梓

〃 日向 高等学校 ２年 黒木　芽依

〃 聖心ウルスラ 高等学校 ２年 栁田　さくら

〃 門川 高等学校 ３年 金丸　柊馬
注意：　第４位（決勝進出者）については予選の演順で表示しています
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○朗読部
門
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