
写真部門

賞 都道府県 名　前 学年

最優秀賞・文部科学大臣賞 京都 坂　美悠 3 私の音色

新潟 茅原　遥 2 変わらないもの

大阪 奥村　昂平 2 変化

優秀賞・朝日新聞社賞 福岡 菅原　勇登 2 雨中疾走

優秀賞・讀賣新聞社賞 東京 西山　洋花 6 お待たせ

福島 古川　円香 2 死守

東京 小野　一哉 3 時代

東京 尾笹　友香 5 旅立ち

東京 石原　里亜ジョアナ 3 Ｍｕｓｅ

愛媛 船吉　諒太郎 2 職人たち

北海道 高野　愛 3 再起動

北海道 溝口　愛音 3 鍾愛

宮城 山崎　永愛 3 覗（のぞ）く

茨城 岡田　陽依 3 噂話

群馬 田村　優空 3 夏盛り

埼玉 小泉　志穂 2 愛の電流

神奈川 平野　紗衣 2 もうひとり

新潟 高橋　悠 中越高等学校 3 突風

新潟 小片　彩香 中越高等学校 3 激闘

富山 大城　舞 3 自分

山梨 深沢　賢太 3 閃光

岐阜 岩田　直樹 3 全身全霊

愛知 橋本　梓 2 予感

大阪 塩川　健生 3 白雪姫殺人事件

広島 早田　莉亜 3 かくしごと

広島 兼藤　圭太 2 夕影

香川 中野　美羽 2 飛べ!!

愛媛 日髙　未來 2 Z1グランプリ

熊本 山本　麻美 2 シルエット

沖縄 島袋　禎礎 3 名勝負

放送部門

■アナウンス部門

賞 都道府県 名　前

山形県 阿部　光莉

大阪府 岡田　羽叶

秋田県 塩畑　逸貴

北海道 原野　希奈

長崎県 山口　雄大

大分県 小野　柚香

千葉県 五十嵐　にいか

熊本県 角田　芽生

広島県 秦　渚紗

群馬県 伊部　華代

長崎県 冨永　優希

神奈川県 中尾　真優

■朗読部門

賞 都道府県 名　前

徳島県 中澤　千祥

愛媛県 芳野　亜美

岩手県 遠洞　捺希

島根県 岩谷　麻由

熊本県 上村　七星

佐賀県 井手　綺音

東京都 永德　柚花

山形県 結城　有紗

福井県 小宮山　理紗

北海道 新矢　萌香

栃木県 福田　真生

山形県 田村　萌子

東京都立上水高等学校

山形県立山形東高等学校

審査員特別賞

福井県立金津高等学校

札幌日本大学高等学校

栃木県立鹿沼高等学校

優秀賞

山形県立山形北高等学校

熊本県立人吉高等学校

佐賀清和高等学校

審査員特別賞

広島県立五日市高等学校

群馬県立前橋東高等学校

長崎県立長崎西高等学校

青山学院横浜英和高等学校

石見智翠館高等学校

学　校　名

徳島市立高等学校

愛媛県立松山東高等学校

岩手県立宮古高等学校

大分県立大分舞鶴高等学校

千葉県立検見川高等学校

優秀賞

羽黒高等学校

プール学院高等学校

秋田県立秋田高等学校

北海道札幌北高等学校

熊本県立東稜高等学校

学　校　名

長崎県立大村高等学校

富山県立富山高等学校

岐阜県立大垣西高等学校

藤ノ花女子高等学校

大阪府立成城高等学校

広島県立庄原格致高等学校

奨励賞

北海道旭川西高等学校

北海道名寄産業高等学校

宮城県迫桜高等学校

茨城県立牛久栄進高等学校

群馬県立前橋工業高等学校

埼玉県立豊岡高等学校

神奈川県立川崎北高等学校

山梨県立韮崎工業高等学校

広島県立庄原格致高等学校

香川県立坂出高等学校

愛媛県立北宇和高等学校

熊本県立八代工業高等学校

沖縄県立知念高等学校

第44回全国高等学校総合文化祭（2020こうち総文）　表彰一覧

学　校　名 作　品　題　名

優秀賞

福島県立安積高等学校

東京都立清瀬高等学校

東京都立小石川中等教育学校

トキワ松学園高等学校

愛媛県立今治北高等学校　大三島分校

京都聖母学院高等学校

最優秀賞・文化庁長官賞
新潟県立新潟中央高等学校

大阪府立生野高等学校

福岡県立ひびき高等学校

東京都立小石川中等教育学校



■オーディオピクチャー部門

賞 都道府県

兵庫県

北海道

鹿児島県

大阪府

岩手県

愛媛県

■ビデオメッセージ部門

賞 都道府県

山梨県

埼玉県

広島県

北海道

愛知県

富山県

宮崎県

茨城県

京都府

三重県

福島県

新聞部門

賞 都道府県

北海道

滋賀県

滋賀県

石川県

長野県

北海道

秋田県

埼玉県

東京都

神奈川県

静岡県

広島県

ありがとう　こどもや

審査員特別賞

京都府立嵯峨野高等学校 令和～嵐山から世界へ～

高田高等学校 40位が１位になった日。

福島県立郡山高等学校

優秀賞

北海道旭川工業高等学校

秋田県立金足農業高等学校

埼玉県立不動岡高等学校

錦城高等学校

向上高等学校

静岡県立韮山高等学校

崇徳高等学校

学　校　名

最優秀賞

北海道帯広柏葉高等学校

滋賀県立虎姫高等学校

滋賀県立彦根東高等学校

石川県立金沢泉丘高等学校

長野県長野高等学校

ぶんずって何？

優秀賞

学　校　名 作　品　名

山梨県立北杜高等学校 車の免許がないと生きていけないんですよ

埼玉県立深谷第一高等学校 やさしい牧場

広島県立呉三津田高等学校 ポンプさんのまなざし

北海道札幌北高等学校

茨城県立水戸第一高等学校

学　校　名 作　品　名

優秀賞

兵庫県立伊丹北高等学校 燈心

市立札幌新川高等学校 杏地

霧島市立国分中央高等学校 保存版！鹿児島アクセント講座

四天王寺高等学校 色あせない

宮崎日本大学高等学校 nAgIsA no kouban ～安心をつなぐ～

審査員特別賞
岩手県立盛岡第一高等学校 あかちゃんは宝もの

愛媛県立新居浜西高等学校 ナプキンが変える

軟石・繋げる・カタイイシ

光ヶ丘女子高等学校 乙川に散る花

富山県立南砺福野高等学校 ジョイフル！！


