
総合優勝 宮崎北 高等学校

第２位 宮崎第一 高等学校

第３位 宮崎大宮 高等学校

第１位 宮崎大宮 高等学校 ３年 桐井　綺子

第２位 日向 高等学校 ２年 小林　花代

〃 宮崎南 高等学校 ２年 吉松　獅凰

第３位 宮崎第一 高等学校 ３年 谷口　みなみ

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 小牧　愛華

〃 宮崎大宮 高等学校 ２年 戸髙　湖晴

※第４位(代表) 宮崎日大 高等学校 ３年 杉田　衣央莉

第４位 宮崎北 高等学校 ３年 秋山　幸穂

〃 宮崎大宮 高等学校 ２年 猪股　陽菜子

〃 延岡星雲 高等学校 ３年 井本　幸歩

〃 日向 高等学校 １年 大津　彩誉

〃 延岡星雲 高等学校 ２年 倉本　小雪

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 １年 佐藤　実菜子

〃 宮崎南 高等学校 ２年 新里　梨真

〃 延岡 高等学校 １年 髙橋　紬

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 １年 竹下　小雪

〃 宮崎日大 高等学校 ２年 長谷川　千紗

〃 宮崎北 高等学校 １年 馬場　帆波

〃 宮崎大宮 高等学校 ３年 平原　碧

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 森本　桜妃

第１位 宮崎北 高等学校 ３年 高橋　宏慈郎

第２位 小林秀峰 高等学校 3年 井上　翼斗

〃 宮崎北 高等学校 ３年 水元　菜南

第３位 小林秀峰 高等学校 2年 東脇　龍翔

〃 宮崎北 高等学校 ３年 稗田　咲良

〃 日向学院 高等学校 ２年 政野　美春

※第４位(代表) 高鍋 高等学校 ２年 黒木　陽奈子

第４位 宮崎南 高等学校 ２年 猪野　陽菜

〃 宮崎西 高等学校 ２年 押川　佑衣子

〃 宮崎西 高等学校 ２年 亀岡　千愛

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 ３年 元明　誠華

〃 宮崎西 高等学校 ２年 菊池　心音

〃 日向 高等学校 ２年 黒木　美紅

〃 宮崎西 高等学校 ３年 黒木　理子

〃 日南 高等学校 ２年 重永　理子

〃 都城泉ヶ丘 高等学校 １年 杉山　心乃海

〃 日南振徳 高等学校 ２年 関屋　美早紀

〃 宮崎北 高等学校 ２年 副島　千奈

〃 宮崎北 高等学校 ３年 髙山　メイ

〃 小林秀峰 高等学校 1年 竹迫　英輝

〃 宮崎南 高等学校 ２年 田中　美唯妃

〃 宮崎第一 高等学校 ３年 永松　和子

〃 宮崎南 高等学校 ３年 矢田　成美

〃 宮崎北 高等学校 ３年 柳野　晴子
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○アナウンス部門

○朗読部門



第１位 宮崎第一 高等学校

第２位 宮崎日大 高等学校

第３位 延岡星雲 高等学校

〃 宮崎北 高等学校

第１位 宮崎大宮 高等学校

第２位 延岡星雲 高等学校

第３位 高鍋 高等学校

〃 宮崎第一 高等学校

第１位 宮崎大宮 高等学校

第２位 宮崎第一 高等学校

※第３位 延岡星雲 高等学校

第１位 宮崎日大 高等学校

第２位 宮崎第一 高等学校

※第３位 宮崎北 高等学校

第１位 日南 高等学校

第２位 宮崎北 高等学校

※第３位 門川 高等学校

ｱﾅｳﾝｽ・朗読　6名。ドキュメント　4作品。ドラマ・研発　2作品が上位大会へ出場権を獲得しました。

新入生の戦い
誰がために
CHANGE!!
読書で開く新しい未来

雨ニモマケズ
私達とイェリンの3カ月
秘め恋

トンネルの先の光
circulation
高校生の献血
何のためのＳＤＧｓ

Ｍｙ　ｏｗｎ　ｗａｙ！

部活動サバイバル～生き残れ！放送
部！～

○校内放送研究発表会

上手なアナウンスに憧れて

横しま問題

○ラジオドキュメント部門

○テレビドキュメント部門

○創作ラジオドラマ部門

○創作テレビドラマ部門

Look at me.
纏う


