
 

 

 

 

 

 

2022 年度第 69 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト全国大会は下記のとおり

実施しました。今大会には全国から 1,435 校、11,805 名が参加、都道府県予選

を通過した生徒・作品の中から各部門の優勝、準優勝、優秀、優良、入選が決ま

りました。概要と各部門の結果は次のとおりです。 

 

１ 名 称  第 69 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト 

２ 日 程  2022 年７月７日（木）～９日（土）準々決勝 

            7 月 27 日（水）準決勝 

            7 月 28 日（木）決勝 

３ 会 場  準々決勝：データ審査（非公開） 

準 決 勝：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区） 

決  勝：ＮＨＫホール（東京都渋谷区） 

４ 主 催  全国放送教育研究会連盟、NHK 

５ 共 催  公益社団法人全国高等学校文化連盟、一般財団法人 NHK サービスセンター  

６ 後 援  文部科学省、全国高等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会、 

一般社団法人日本放送作家協会  

７ 参加数 

 都道府県大会参加数 全国大会参加数 

参加校数 １，４３５校 ５３３校 

アナウンス部門 ２，９９９名 ２９４名 

朗読部門 ４，９５８名 ２９４名 

ラジオドキュメント部門 ２８２作品 １７０作品 

テレビドキュメント部門 ４０５作品 １８７作品 

創作ラジオドラマ部門 ５１９作品 ９８作品 

創作テレビドラマ部門 ３３７作品 ９２作品 

 

８ 放送予定  『ティーンズビデオ 2022』 

『ティーンズラジオ 2022』 

９月頃放送予定です。詳しくは「N コン WEB」でお知らせします。 

2022 年度 

 

 



第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
アナウンス部門決勝 ラジオドキュメント部門決勝

県名 校名 氏名 学年 県名 校名 作品名
ﾌｸｵｶ ﾅｶﾊﾗ ﾊﾙｶ ｻｶﾞｾｲﾜ ｺｺﾛｦﾊｺﾌﾞ

福岡 福岡県立福岡高等学校 中原　陽花 3 佐賀 佐賀清和高等学校 心をはこぶ
ﾋﾛｻｷ ｻﾄｳ ﾏﾘｺ ｵﾉ ﾎﾞｰﾝ ﾃﾞｨｽ ｳｪｲ

青森 青森県立弘前高等学校 佐藤　毬子 2 兵庫 兵庫県立小野高等学校 born this way
ﾖｼﾀﾞ ﾅｶﾉ ｱｲｺ ﾎｸｾﾂｻﾝﾀﾞ ｲﾉﾁﾉｷｽﾞﾅ

山梨 山梨県立吉田高等学校 中野　愛子 3 兵庫 兵庫県立北摂三田高等学校 いのちの絆
ｳｴﾀﾞ ｱﾏﾘ ﾋﾅﾀ ﾊﾏﾀﾞ ｶﾞｯｺｳﾉﾐｽﾞｶﾞﾏｽﾞｲ

長野 長野県上田高等学校 甘利　陽向 3 島根 島根県立浜田高等学校 学校の水がまずい
ﾄｳﾘｮｳ ｼﾏﾀﾞ ﾓｴ

熊本 熊本県立東稜高等学校 嶋田　萌恵 3
ﾁｸｼｼﾞｮｶﾞｸｴﾝ ｲｲﾎﾞｼ ﾘｵ

福岡 筑紫女学園高等学校 飯干　莉緒 3 テレビドキュメント部門決勝
ｲｻﾊﾔ ｺｶﾞﾐｷ

長崎 長崎県立諫早高等学校 古賀　美希 1 県名 校名 作品名
ｻｶﾞｾｲﾜ ﾎｯﾀ ﾋﾛﾐ ｵﾋﾞﾋﾛｻﾝｼﾞｮｳ ｾｲ

佐賀 佐賀清和高等学校 堀田　広海 3 北海道 北海道帯広三条高等学校 Say
ﾅｶﾞｻｷｷﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾜ ﾀｶﾀﾞ 【ｼﾞｭｳﾖｳ】ｶﾅﾗｽﾞﾐﾃｸﾀﾞｻｲ｡

長崎 長崎県立長崎北高等学校 渡邊　紗羽 3 三重 高田中・高等学校 【重要】必ず見てください。
ｶｯｽｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ ｾﾝﾀﾞｲｼｮｳｷﾞｮｳ ﾄﾄﾞｷﾏｽｶ?ﾜﾀｼﾉｺｴ

長崎 活水高等学校 渡辺　あい 3 宮城 仙台市立仙台商業高等学校 とどきますか？私の声（Ｃｏｅ）
ﾊｺﾀﾞﾃﾁｭｳﾌﾞ ｾﾝｾｲ､ｺﾚｯﾃﾎﾝﾄｳﾆｷｲﾀﾝﾃﾞｽｶ?

北海道 北海道函館中部高等学校 先生、これって本当に聞いたんですか？

第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
朗読部門決勝

第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト

県名 校名 氏名 学年 作品 創作ラジオドラマ部門決勝
ｶﾅｻﾞﾜｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ

石川 石川県立金沢泉丘高等学校 奥田　開斗 3 1 県名 校名 作品名
ﾀｶﾏﾂﾀﾞｲｲﾁ ﾔﾏｼﾞ ﾏｲﾅ ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏ ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂｵﾝﾗｲﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ

香川 高松第一高等学校 山地　舞奈 3 3 兵庫 兵庫県立東播磨高等学校 兵庫県立オンライン高等学校
ｵｵﾑﾗ ｸﾛｶﾜ ｷﾞﾝﾅﾝ ｵｶﾔﾐﾅﾐ ﾋﾞｮｳﾄﾞｳﾅﾐﾗｲ

長崎 長崎県立大村高等学校 黒川　銀杏 3 3 長野 長野県岡谷南高等学校 平等な未来
ｺｳﾎｸ ﾄﾘｺﾞｴ ｻﾔｶ ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ ｱﾉﾈｲﾛｦﾓｳｲﾁﾄﾞ

神奈川 神奈川県立港北高等学校 鳥越　彩花 2 3 宮城 宮城県仙台二華高等学校 あの音色をもう一度
ｵﾋﾞﾋﾛｻﾝｼﾞｮｳ ｵｶﾞﾜ ｿｳ

北海道 北海道帯広三条高等学校 小川　創 2 2
ﾅｶﾞｻｷﾆｼ ｲﾇﾂﾞｶ ｿｳﾍｲ

長崎 長崎県立長崎西高等学校 犬塚　湊平 3 3 創作テレビドラマ部門決勝
ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳﾎｳ ｲﾉｳｴ ﾖｸﾄ

宮崎 宮崎県立小林秀峰高等学校 井上　翼斗 3 3 県名 校名 作品名
ｻｶﾞｾｲﾜ ﾋｸﾞﾁ ｿｳ ﾏﾂﾔﾏ ｷｲﾃ｡

佐賀 佐賀清和高等学校 樋口　奏 3 3 埼玉 埼玉県立松山高等学校 聞いて。
ｼﾏﾊﾞﾗ ﾖｼｵｶ ｱｽﾞ ﾌｶﾔﾀﾞｲｲﾁ ﾆﾝｹﾞﾝｯﾃ

長崎 長崎県立島原高等学校 吉岡　杏珠 2 3 埼玉 埼玉県立深谷第一高等学校 ニンゲンって
ｺｳﾎｸ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ ﾐﾔｻﾞｷﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ ｱﾒﾆﾓﾏｹｽﾞ

神奈川 神奈川県立港北高等学校 田邉　結花 2 3 宮崎 宮崎日本大学高等学校 雨ニモマケズ
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第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
アナウンス部門入選者一覧 朗読部門入選者一覧 ラジオドキュメント部門優良・入選作品一覧 テレビドキュメント部門優良・入選作品一覧

県名 校名 氏名 学年 県名 校名 氏名 学年 作品 県名 校名 作品名 県名 校名 作品名
北海道 北海道釧路明輝高等学校 小島　蒼空 3 宮城 宮城県宮城第一高等学校 菅原　美緒 3 3 優良 北海道 北海道札幌南高等学校 札南闘争～あれから半世紀～ 優良 東京 錦城高等学校 返金不可能、大学への切符
青森 青森県立青森高等学校 梅内　彩乃 3 滋賀 光泉カトリック高等学校 戸田　桃歌 3 3 優良 長野 長野県松本蟻ケ崎高等学校 黒いオムレツ 優良 大分 大分高等学校 私らしく
大分 大分県立大分上野丘高等学校 小野　真由子 3 長崎 長崎県立諫早農業高等学校 下釜　穂乃果 3 3 優良 北海道 北海道旭川永嶺高等学校 ウェルジェネ 優良 兵庫 兵庫県立御影高等学校 カミカミエヴリデイ
北海道 北海道芸術高等学校 石山　由唯 2 長崎 長崎県立長崎西高等学校 ハント　雅 3 3 優良 兵庫 兵庫県立東播磨高等学校 気づける世代へ 優良 沖縄 沖縄県立知念高等学校 一歩一歩
宮城 宮城学院高等学校 中山　花埜 2 神奈川 青山学院横浜英和高等学校 高橋　美羽 2 3 優良 長野 長野県松本深志高等学校 はっけよい 優良 三重 桜丘高等学校 純潔教育-教えない大人たちへ-

東京 日本大学第三高等学校 福西　さくら 3 福岡 福岡工業大学附属城東高等学校 松本　月菜 3 3 優良 静岡 聖隷クリストファー高等学校 証明 優良 広島 広島県立呉三津田高等学校 父が遺した軍艦旗
兵庫 武庫川女子大学附属高等学校 桒田　優希 3 群馬 共愛学園高等学校 早野　紬希 3 3 入選 青森 青森県立青森南高等学校 わたしの夢 入選 北海道 北海道旭川永嶺高等学校 書書然然
神奈川 横浜高等学校 濱口　雪花 3 愛媛 愛媛県立松山南高等学校 黒田　絢那 3 3 入選 岡山 山陽学園高等学校 国籍の壁 入選 長野 長野県岡谷南高等学校 先生のジょうケン
宮崎 宮崎県立宮崎大宮高等学校 桐井　綺子 3 沖縄 沖縄県立豊見城高等学校 玉代勢　仁菜 3 1 入選 三重 高田中・高等学校 くっつきたがーる 入選 静岡 静岡県立浜松北高等学校 周り、見えてマスク？
三重 高田中・高等学校 生杉　綾香 3 愛知 光ヶ丘女子高等学校 森田　夢乃 2 3 入選 長崎 長崎県立長崎南高等学校 違いを超えて 入選 山梨 山梨県立吉田高等学校 記録　コロナ世代の舞台裏
茨城 茨城県立水戸第一高等学校 堀野　朝日香 2 和歌山 和歌山県立桐蔭高等学校 木村　花溜 3 3 入選 福井 福井県立藤島高等学校 見直ウンス！！ 入選 静岡 浜松市立高等学校 “Re”表彰式
佐賀 佐賀県立佐賀西高等学校 小島　凜子 3 熊本 熊本県立第一高等学校 門脇　芙華 3 3 入選 奈良 帝塚山高等学校 ありのままを受けとめる 入選 兵庫 兵庫県立西宮今津高等学校 未来へ
静岡 浜松市立高等学校 橋本　小桃里 3 兵庫 兵庫県立八鹿高等学校 小林　羽夏 2 2 入選 長崎 長崎県立長崎西高等学校 音を守る～調律に捧げた60年～ 入選 埼玉 埼玉県立宮代高等学校 三方よし
大阪 プール学院高等学校 粟飯原　優衣 2 東京 東京都立上水高等学校 浦木　ほのか 3 3 入選 長崎 長崎県立諫早商業高等学校 巻き込むチカラ 入選 宮城 宮城県仙台第三高等学校 伝統のカタチ
山形 山形県立山形西高等学校 峯田　あかね 2 鹿児島 鹿児島県立川内高等学校 竹村　美夏 3 1 入選 北海道 北海道網走南ケ丘高等学校 名前、覚えてくださぁ～い！！ 入選 長野 長野県松本深志高等学校 僕達の避難所開設ワークショップ

愛媛 済美平成中等教育学校 矢野　陽菜 6 広島 広島県立呉三津田高等学校 御堂岡　ゆきあ 2 3 入選 宮城 宮城県仙台第三高等学校 「らしさ」と「らしさ」 入選 大阪 相愛高等学校 久保さんとの新たな高校生活
北海道 北海道室蘭栄高等学校 藤田　一輝 3 沖縄 沖縄県立那覇国際高等学校 大西　風海 3 3
福井 福井県立藤島高等学校 青木　唯菜 3 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校 浪江　彩花 3 3
広島 広島なぎさ高等学校 河野　里羽 2 長崎 長崎県立大村高等学校 新宮　美桜 2 3 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
鹿児島 鹿児島県立加治木高等学校 下竹　青空 3 秋田 秋田県立秋田北高等学校 後藤　在希 3 3 ラジオドキュメント部門制作奨励賞受賞作品一覧 テレビドキュメント部門制作奨励賞受賞作品一覧
兵庫 兵庫県立龍野高等学校 藤田　華穂 2 佐賀 佐賀清和高等学校 中島　優奈 3 2
東京 東京都立上水高等学校 井上　天翔 2 福島 福島県立安積黎明高等学校 本間　紀香 3 3 県名 校名 作品名 県名 校名 作品名
長崎 長崎県立口加高等学校 円口　愛子 3 山形 山形県立山形西高等学校 輕部　花れん 3 1 北海道 札幌日本大学高等学校 彩 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 天まで届け! 天文歌
佐賀 佐賀清和高等学校 吉田　有花 3 広島 広島県立高陽高等学校 鳥居　愛美香 3 1 熊本 熊本県立玉名高等学校 ２年分の思いを乗せて 埼玉 埼玉県立川越南高等学校 その手で掴め！
滋賀 光泉カトリック高等学校 清水　咲葉 3 奈良 帝塚山高等学校 川辺　愛夢 3 1 兵庫 兵庫県立龍野高等学校 檻の向こう側 群馬 群馬県立伊勢崎商業高等学校 向山先輩の放課後
兵庫 三木学園白陵高等学校 濵邊　真緒 2 兵庫 兵庫県立洲本高等学校 小林　大起 2 3 熊本 熊本県立済々黌高等学校 ハンディギャップ 東京 東京都立上水高等学校 勇Method
鹿児島 鹿児島純心女子高等学校 福田　葉菜 1 愛媛 済美平成中等教育学校 森岡　歩美 6 3 石川 石川県立工業高等学校 こころに灯る 福島 福島県立磐城桜が丘高等学校 SAY!理解！
広島 広島県立呉三津田高等学校 仲村　花 3 宮城 宮城学院高等学校 伊藤  光琉 3 2 広島 広島県立五日市高等学校 生きて、繋いで 千葉 流通経済大学付属柏高等学校 未来への言葉
兵庫 神戸市立葺合高等学校 村上　慧 3 大阪 相愛高等学校 辻本　明日美 2 3 秋田 秋田県立秋田高等学校 服を”決める” 神奈川 私立捜真女学校高等学部 風の調べ
長野 長野県松本蟻ケ崎高等学校 丸山　珠礼 2 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 山田　咲雪 3 3 兵庫 兵庫県立伊丹西高等学校 副教科って呼ばないで！！ 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校 時を残す場所
広島 広島県立廿日市高等学校 正田　杏奈 2 青森 青森県立八戸高等学校 佐々木　冴 3 1 富山 富山県立南砺福野高等学校 one side 静岡 静岡大成高等学校 富士山に係わる火山防災は今
山形 山形県立山形東高等学校 村田　明穂 3 兵庫 啓明学院高等学校 野村　虹乃 3 3 愛媛 愛媛県立今治西高等学校 仕事論 埼玉 埼玉県立松山高等学校 独歩～半年間の軌跡～
青森 青森県立青森高等学校 小倉　有貴 3 島根 石見智翠館高等学校 和田　柚希 3 3 沖縄 沖縄県立前原高等学校 未来に繋ぐ声 千葉 専修大学松戸高等学校 十人十色
神奈川 神奈川県立多摩高等学校 吉村　和奏 2 大分 大分県立芸術緑丘高等学校 山本　心音 3 3 山梨 山梨県立吉田高等学校 伝声 長崎 長崎県立長崎西高等学校 その眼がうつす
岡山 岡山県立岡山朝日高等学校 水玉　百音 3 佐賀 佐賀清和高等学校 眞崎　希 1 3 鹿児島 霧島市立国分中央高等学校 あなたに届きますように。 山口 山口県立山口高等学校 迎えに来て！
長崎 野田国際高等学院 野崎　瑠衣 3 栃木 栃木県立真岡女子高等学校 田﨑　優依 3 3 北海道 北海道帯広三条高等学校 輪（リング） 岡山 山陽学園高等学校 車いすの進む道
三重 高田中・高等学校 増田　結衣 3 千葉 千葉県立検見川高等学校 草野　花音 3 3 岡山 岡山県立倉敷青陵高等学校 弦音 宮城 仙台白百合学園高等学校 盛れすぎ注意！
栃木 栃木県立宇都宮女子高等学校 森田　想子 2 東京 桐朋女子高等学校 吉田　識央 2 3 石川 石川県立金沢泉丘高等学校 大人に成る 千葉 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 やる気はあるんです！！
兵庫 武庫川女子大学附属高等学校 三好　紅葉 2 香川 香川県立高松西高等学校 米田　一花 3 1 愛知 名古屋市立北高等学校 #ＪＫお悩みラジオ 北海道 北海道函館西高等学校 コロナと共に生きていく
熊本 熊本県立玉名高等学校 原田　青空 3 新潟 新潟県立新潟高等学校 山﨑　和花 2 4 大阪 相愛高等学校 つなぐ、オルガニスト 兵庫 兵庫県立長田高等学校 塔の上の六芒星
宮崎 宮崎第一高等学校 小牧　愛華 3 大分 大分県立芸術緑丘高等学校 白土　葉捺 3 3 福岡 福岡県立新宮高等学校 先輩がサンタクロース 沖縄 沖縄県立前原高等学校 OKINAWAから沖縄へ
沖縄 沖縄県立与勝高等学校 濵田　望愛 3 神奈川 神奈川県立神奈川工業高等学校 波多野　瑛都 2 1 広島 広島なぎさ高等学校 「声」ヒロシマへ　ヒロシマから 長野 学校法人松本昭和学園 エクセラン高等学校 旅立つ瞬間
鹿児島 鹿児島純心女子高等学校 奥　莉瑠 3 佐賀 佐賀清和高等学校 鶴﨑　育萌 3 3
島根 石見智翠館高等学校 小林　美晴 3 静岡 東海大学付属静岡翔洋高等学校 鈴木　彩夏 3 2
東京 東京都立上水高等学校 関口　颯人 3 北海道 帯広大谷高等学校 出立　凌大 3 3 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
富山 富山県立高岡高等学校 越橋　愛 2 兵庫 兵庫県立東播磨高等学校 山本　祐実 3 2 創作ラジオドラマ部門優良・入選作品一覧 創作テレビドラマ部門優良・入選作品一覧
北海道 北海道札幌北高等学校 田中　玲和 2 山口 山口県立下松高等学校 小笠原　涼乃 3 3
山口 山口県立山口高等学校 川口　真衣 3 長野 学校法人松本昭和学園エクセラン高等学校 永野　菜乃果 3 3 県名 校名 作品名 県名 校名 作品名
愛知 光ヶ丘女子高等学校 岡田　夏実 3 島根 島根県立松江北高等学校 石原　舞実 3 3 優良 富山 富山県立呉羽高等学校 夕焼け色の約束 優良 福井 福井県立武生東高等学校 わたしの答え
埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校 紺野　由愛 3 広島 広島県立廿日市高等学校 久山　裕生 3 4 優良 宮崎 宮崎県立宮崎大宮高等学校 Ｍｙ　ｏｗｎ　ｗａｙ！ 優良 東京 錦城高等学校 310

入選 大分 大分県立芸術緑丘高等学校 気になる進路 入選 静岡 聖隷クリストファー高等学校 【正気？】ぼくらの昇降機奮闘記

入選 東京 日本大学鶴ヶ丘高等学校 Summer Time Limit 入選 宮城 宮城学院高等学校 素顔
入選 滋賀 光泉カトリック高等学校 TRANS 入選 青森 青森県立青森高等学校 屋上にて 
入選 宮城 宮城学院高等学校 2064年 入選 島根 島根県立浜田高等学校 変わる明日へ
入選 北海道 北海道釧路北陽高等学校 君に晴天を 入選 京都 京都府立洛北高等学校 会話禁止法第六条違反

第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
創作ラジオドラマ部門制作奨励賞受賞作品一覧 創作テレビドラマ部門制作奨励賞受賞作品一覧

県名 校名 作品名 県名 校名 作品名
兵庫 兵庫県立洲本高等学校 おくりもの 佐賀 早稲田佐賀高等学校 Your Sign
埼玉 埼玉県立深谷第一高等学校 すみれ 愛知 光ヶ丘女子高等学校 青い継承
福井 福井県立藤島高等学校 RE:Beat 新潟 新潟県立新潟高等学校 友達何人できるかな？
和歌山 和歌山県立那賀高等学校 サングリアにとけていく 北海道 北海道函館中部高等学校 五月のマリーゴールド
北海道 北海道旭川永嶺高等学校 選択機 兵庫 兵庫県立伊丹北高等学校 みんなDEこんにゃくん！
大阪 大阪府立箕面高等学校 リングアップ・リンク 大分 大分県立大分雄城台高等学校 意志機械革
北海道 北海道函館西高等学校 私のいろ、みんなの彩。 熊本 熊本県立第一高等学校 はなむけ
愛媛 愛媛県立三島高等学校 書道部員吉田アキラ 愛媛 新田高等学校 ２つの夢
岡山 岡山県立玉島高等学校 命～mikoto～ 長野 長野県岡谷南高等学校 つけてみお！
香川 香川県立香川中央高等学校 マッチングクラブ 北海道 市立札幌新川高等学校 告白は授業のあとで
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