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都県名 市区町村 タイトル 氏名・団体名 年齢 性別 職業

1 茨城県 行方市 行方の行方 山本　倫平 22 男 学生

2 茨城県 つくば市 「つくば市研究学園」魅力的な街、ふるさとへ 二木　重光 57 男 会社員

3 茨城県 つくば市 創れる場所「つくば」 筑波大学食と酒東北祭り実行委員会 21 男 学生

4 茨城県 ひたちなか市 パンの街　つくば 筑波学院大学　チーム猫の手 21 女 学生

5 茨城県 龍ヶ崎市 コロッケの町　龍ヶ崎 コロッケクラブ　龍ヶ崎 51 女 自営業

6 茨城県 つくばみらい市 よねやんずコンサート 森　健一 69 男 その他

7 茨城県 取手市 牛久漂流記 木村　淳 32 男 会社員

8 栃木県 野木町 野木町へようこそ 大沢　十八 72 男
NPO職
員

9 栃木県 栃木市 小さな秋みつけた 八森　しずゑ 67 女 その他

10 栃木県 下野市 『下野市』知名度向上目指します 下野市シティプロモーション課 32 男 公務員

11 栃木県 小山市 思川桜の咲く、街。 田野井　真美 34 女 公務員

12 栃木県 日光市 今度は、一緒に。 鈴木　栄司 39 男 会社員

13 栃木県 宇都宮市 Keep on movin' Utsunomiya 清原　翔輝 31 男 会社員

14 群馬県 嬬恋村 キャベツだけじゃない！！ 千野田　明理 23 女 その他

15 群馬県 東吾妻町 いざ岩櫃へ参ろうぞ 東吾妻町「真田丸」職員ミーティング

16 群馬県 前橋市 るんるん　まえばし アーツサウンドビジュアル専門学校

17 群馬県 桐生市 かかあ天下 多田　一美 67 女 その他

18 群馬県 南牧村 竹炭物語 炭ラーメンズ 13 男 中学生

19 群馬県 南牧村 Hello!!　KAPPA 南牧リバーアピール 13 男 中学生

20 群馬県 南牧村 ネイチャー南牧 ネイチャー 14 男 中学生

21 群馬県 南牧村 Taki プロジェクトT 13 男 中学生

22 神奈川県 川崎市 多摩区の鼓動 遠藤　真帆 19 女 学生

23 神奈川県 川崎市 今、走り出したくなる町 後藤　駿冶 20 男 学生

24 神奈川県 川崎市 自然が魅力です。多摩区。 上野　将嗣 20 男 学生

25 神奈川県 川崎市 巡れる街、多摩区。 渡部　拓実 20 男 学生

26 神奈川県 川崎市 道から見える過ごしやすいまち 伊藤　晴哉 19 男 学生

27 神奈川県 川崎市 いってきます、多摩区。 福島　悠加 20 女 学生

28 神奈川県 川崎市 人を元気にするまち 佐藤　寿美 19 女 学生
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29 神奈川県 川崎市 傍にあった緑 加藤　大輔 19 男 学生

30 神奈川県 横浜市 希望を叶える神社 中嶋　美咲 17 女 学生

31 神奈川県 横浜市 緑の残る街 New チームＸ 17 女 学生

32 神奈川県 茅ヶ崎市 ようこそ。 永井　綾乃 16 女 学生

33 神奈川県 綾瀬市 自分の日常 渥美　翔 17 男 学生

34 神奈川県 小田原市 小田原ちょうちん 鳥居　千紘 19 女 学生

35 神奈川県 小田原市 小田原紹介３ 川本　悠太 11 男 学生

36 神奈川県 小田原市 ここは小田原？？ 小田原ＰＲ隊 12 男 学生

37 神奈川県 大和市 憩いの場　引地台公園 根本　清志郎 20 男 学生

38 神奈川県 相模原市 相模原市 杉崎　愛 19 女 学生

39 神奈川県 横須賀市 開国の地のペリー　from USA 小野寺　皓夢 19 男 学生

40 神奈川県 藤沢市 辻堂しょうかい 辻堂かんさつたい 10 男 学生

41 神奈川県 藤沢市 南銀座一番街 チーム民主主義 12 女 学生

42 神奈川県 山北町 自然と子供と山北と 福仲・山本 19 学生

43 山梨県 笛吹市 俳句のふるさと　さかいがわ 川添　竜平 16 男 学生

44 足利市 足利市 古くて、あたらしいまち「足利」 鶴見　裕也 29 男 自営業

45 足利市 足利市 ごめんね 望月　成高 49 男 会社員

46 足利市 足利市 歴史深い足利学校 田代　歩未 11 女 小学生

47 足利市 足利市 日本最古の学校 浦山　ひな 14 女 中学生

48 足利市 足利市 参上！銘仙くの一！ 浦山　にこ 13 女 中学生

49 足利市 足利市 魅力あふれる織姫神社 笹原　那和 14 女 中学生

50 足利市 足利市 国宝ゲットだぜ！ 堤崎　楓雅 10 男 小学生

※：一覧掲載順は、表彰式における上映の順番とは異なります。
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