
カテゴリー ジャンル

関西テレビ放送株式会社

矢野　数馬 殿

ドキュメンタリー

大島桜さんのお引越し

株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ

佐々木　茂 殿

       第26回       　　                            　　　一般の部入賞作品　　　<敬称略> 　　　　　

★一般の部　映像技術部門★
優秀賞

オフライン

広　告

かぞくの群像＃２「萌芽」

株式会社IMAGICA Lab.

原田　衣織 殿

ドラマ/映画

「アバランチ」 Episode 1

ペンギン・ラブストーリー

株式会社オムニバス・ジャパン

西村　隆介 殿 / 山本　浩三 殿

情報/バラエティ/VP/大型映像/その他

「ゲルニカ」が来た！　～“実物大”8K映像の衝撃～

ソニーPCL株式会社

浅田　潤哉 殿

オンライン

広告

Vaundy「泣き地蔵」

株式会社TREE Digital Studio

吉田　宙矢 殿 / YUAN　LUOMENG 殿 / 平嶋　将成 殿

ドラマ/映画

DIVOC-12/ユメミの半生

ソニーPCL株式会社

谷　克洋 殿

ドキュメンタリー

Netflixリアリティシリーズ「未来日記」シーズン１Page.７ 別れを告げる花

株式会社オムニバス・ジャパン

戸倉　良 殿

テロップデザイン 共　通

かまいたちのぶっつけ本番GP

株式会社IMAGICA Lab.

鈴木　かおり 殿

グレーディング

広　告

Official髭男dism「アポトーシス」

株式会社TREE Digital Studio

足立　悠介 殿

ドラマ/映画

ドライブ・マイ・カー

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

北山　夢人 殿

ドキュメンタリー/情報/バラエティ/VP/大
型映像/その他
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カテゴリー ジャンル

映像技術 音響技術

エントリー数 87作品 エントリー数 38作品　

優秀賞　　    11作品 優秀賞　　      6作品

新人賞　　      2作品 新人賞　　      1作品

審査員奨励賞   1作品 審査員奨励賞　1作品

計 14作品 計 8作品

       第26回       　　                            　　　一般の部入賞作品　　<敬称略> 　　　　　

★一般の部　音響技術部門★

優秀賞

ミキシング 

TV広告

Canon your EOS「父の写真」篇

株式会社 デジタルエッグ

武石　格 殿

チョーヤ梅酒株式会社　酔わないウメッシュ 「梅酒より好き」篇
　　　　　　　　　　　　/ 機能性酔わないウメッシュ「ピンクの缶」篇

　　　　　　　　　　　　/ 酔わないウメッシュ「ブルーアガベ」篇

株式会社 デジタルエッグ

鈴木　優作 殿

TVドキュメンタリー

BS1スペシャル　車いすレーサー青木拓磨　ル・マンに挑む

株式会社オムニバス・ジャパン

水野　貴浩 殿

Web広告

#韓ドラあるある 「恋スル！チャミスル」　

株式会社TREE Digital Studio

奥村　宏貴 殿

Webドラマ

新聞記者/The Journalist 

レスパスビジョン株式会社

浜田　洋輔 殿

サウンドデザイン 
ドキュメンタリー/情報/バラエティ

/VP/大型映像/その他

Sky Bridge  〜 Ponte do céu

株式会社エス・シー・アライアンス

大竹　真由美 殿 / 山本　雅之 殿 / 押尾　美里 殿 / 小林　洋平 殿

河原　夏子 殿 宝月　健 殿

一般の部　新人賞

映像技術部門　グレーディング　広告 音響技術部門　ミキシング 　TV情報/TVバラエティ/TVその他

SUBARU SOLTERRA World Premier Video 百年名家

一般の部　審査員奨励賞

映像技術部門
グレーディング ドキュメンタリー/情報/バラエティ/VP/大型映像/その他

音響技術部門 　ミキシング 　TV情報/TVバラエティ/TVその他

東北・新潟の魅力発信映像
「The View from TOHOKU & NIIGATA」

イマジン～脳がハマるドラマ～ 

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 株式会社IMAGICA Lab.

株式会社 デジタルエッグ 株式会社東京サウンド・プロダクション

結城　英一郎 殿 出水　菜々 殿

映像技術部門　グレーディング　ドラマ/映画

岸辺露伴は動かない

レスパスビジョン株式会社

大西　悠斗 殿
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部門 カテゴリー

映像技術部門

音響技術部門

映像技術部門

音響技術部門

映像技術部門

音響技術部門

映像技術部門 音響技術部門

天真爛漫ストライキ ただいまマルチバース

日本映画大学 日本工学院専門学校

鈴木　重淳 殿 / 須藤　瑞希 殿 青沼　笑美里 殿 / 糸氏　葉月 殿

アニマルアイランド
～大神さんは吠えられない～

日本工学院専門学校

川井　隆 殿

映像技術 音響技術

エントリー数 24作品 エントリー数 15作品

最優秀賞　1作品 最優秀賞　 1作品

優秀賞　　2作品 優秀賞　    2作品

審査員奨励賞　2作品 審査員奨励賞　1作品

計 5作品 計4作品

       第26回                                            　　学生の部入賞作品　　　<敬称略>

優秀賞

ドラマ/映画

えんまさん

立命館大学

鈴木　智貴 殿

天真爛漫ストライキ

日本映画大学

武藤　瑠那 殿

ドキュメンタリー/その他

わたしとギソク

日本工学院専門学校

鎌谷　楓花 殿 / 佐藤七海 殿 / 小山田　次郎 殿

該当作品なし

CG/アニメーション

該当作品なし

魔法とお酒と美味しいご飯

日本工学院専門学校

藤澤　卓 殿/ 杉本　華奈子 殿 / 竹内　梨紗 殿 / 瀨嶋　愛子 殿

立命館大学 日本工学院専門学校

鈴木　智貴 殿 藤澤　卓 殿/杉本　華奈子 殿/竹内　梨紗 殿／瀨嶋　愛子 殿

審査員奨励賞

学生の部　最優秀賞

映像技術部門　 音響技術部門　

えんまさん 魔法とお酒と美味しいご飯
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