
第３回中国地区高校放送コンテスト 結果

アナウンス部門

賞 エントリー番号 県名 学　校　名 名前 学年

優勝 A17 山口 山口高等学校 浦川　真依 Ｏｕｃｈｉ夫婦 2

準優勝 A55 広島 広島井口高等学校 和智　悠希 ストーンアートの展覧会 2

第３位 A38 広島 安佐北高等学校 市川　愛実 チィちゃんの平和の種 2

優良 A50 山口 山口高等学校 児玉　瑞歩 浅村いちご園 1

優良 A54 岡山 就実高等学校 石原　由惟 青いサンタクロース 2

優良 A53 山口 光高等学校 長岡　阿衣璃 高校生が伝える戦争 2

優良 A25 山口 下松高等学校 三牧　涼 庶民が愛した航空の父 2

優良 A28 山口 光高等学校 松下　眞子 ぶちすごい！職人技 2

優良 A11 広島 広島文教女子大学附属高等学校 三浦　渉 思い出が生まれ変わる 1

優良 A45 山口 山口高等学校 能美　千愛 世界で活躍するバレリーナを目指して 1

優良 A36 山口 徳山高等学校 重枝　凪々葉 塾前ごはん 2

優良 A41 鳥取 米子工業高等専門学校 植木　佑哉 小路を通ると 2

優良 A37 岡山 岡山朝日高等学校 三宅　美和子 酪農家を目指す岡山の高校生 2

優良 A51 島根 石見智翠館高等学校 大野　陽代 浜田節 1

優良 A32 岡山 岡山学芸館高等学校 飯塚　朝葵 天空の城　備中松山城 1

優良 A40 島根 石見智翠館高等学校 三浦　茉 バラの香り 2

朗読部門

賞 エントリー番号 県名 学　校　名 名前 作者名 作品名 学年

優勝 R55 広島 呉三津田高等学校 赤瀬　智咲 竹西　寛子 管絃祭 1

準優勝 R53 山口 光高等学校 玉野　初季 火野　葦平 虹の花びら 2

第３位 R33 広島 広島井口高等学校 小波　咲良 朽木　祥 あとかた 1

優良 R49 広島 五日市高等学校 保田　彩花 朽木　祥 カンナ　あなたへの手紙 2

優良 R44 広島 広島井口高等学校 山本　悠有希 重松　清 とんび 2

優良 R27 広島 広島井口高等学校 大枝　来美 重松　清 とんび 2

優良 R37 岡山 倉敷南高等学校 木下　歩海 重松　清 小学五年生 2

優良 R16 広島 広島観音高等学校 福岡　幸佳 うえむら　ちか 灯籠 1

優良 R50 山口 徳山高等学校 藤井　綾乃 重松　清 カッコウの卵 2

優良 R24 鳥取 鳥取西高等学校 木原　未稀 尾崎　翠 悲しみの頃（「尾崎翠集成」より） 1

優良 R43 岡山 就実高等学校 小林　冴子 小手鞠　るい 猫の形をした幸福 2

優良 R04 島根 松江北高等学校 田中　菜穂子 小林　弘利 ＲＡＩＬＷＡＹＳ 2

優良 R34 島根 浜田高等学校 中島　将太 内藤　美智子 ほたる 1

優良 R38 広島 五日市高等学校 向井　智美 ひろの　みずえ いつまでもここでキミを待つ 1

優良 R11 広島 舟入高等学校 藤井　志穂 竹西　寛子 木になった魚 1

優良 R54 岡山 山陽女子高等学校 永田　愛実 重松　清 きみの友だち 1

オーディオピクチャー部門

賞 エントリー番号 県名

優勝 AP16 広島 呉三津田高等学校 三十一文字にのせて

準優勝 AP17 山口 光高等学校 乙女の祈り

第３位 AP08 鳥取 米子工業高等専門学校 わだやでつながる人と人

ビデオメッセージ部門

賞 エントリー番号 県名

優勝 VM27 山口 光高等学校 若いしー頼みじゃー

準優勝 VM05 広島 尾道東高等学校 ビンひとすじ

第３位 VM13 広島 五日市高等学校 ヒロシマを描く

第３位 VM20 岡山 明誠学院高等学校 踊る岡パク大使
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