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　全国の高校生の映像作品が７月 30 日・31 日にア
スト津に結集します。「携帯電話動画」と「ビデオカ
メラ映像」の２部門があり、それぞれの部門で 20
本を超える力作が上映されます。映画・テレビ等の
各方面で活躍中のプロフェッショナルの方々による
審査で、優秀作品が選ばれます。その他、全国の高
校生や審査員の方々との交流会や映像機材展示・体
験イベント等も開催されます。

　私たちが運営させていただく「映像部門」という
のは、全国大会では初となる三重大会独自の部門で
す。高等学校には「映像部」というのはめったになく、
私たち映像部門実行委員も実際に運営を行うまでは
あまり映像の専門的な技術や知識を持ち合わせてい
ませんでしたが、映画が大好きな人、映像撮影や機
械操作が得意な人などが集い、この機会をチャンス
として映像技術などを多く学んできました。初めて
の出会いがいっぱいの空間で、心に残るような大会
を創り出すこと、そして全国の皆さんと交流が深ま
ることを強く願っています。

内容 生徒代表　　三重県立伊勢高等学校
３年　奥村　沙織

〈協賛〉映　像

日　時 7 月 30 日（木）ー 31 日（金）
 10：00 ～ 17：00

会　場 アストプラザ（アスト津内）
 津市羽所町 700 番地
 TEL　059-222-2525

アクセス 徒歩　津駅東口から約 1 分
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順番 都道府県 上映開始時間 作品番号 部　　　　門 学　　　　校 作　　　　品

1 三重県 10：30

1-1 携帯電話動画部門 三重県立津東高等学校 Saboten

1-2 携帯電話動画部門 三重県立名張西高等学校 じゃれ合い

1-3 ビデオカメラ映像部門 三重県立飯野高等学校 『 I 』

1-4 ビデオカメラ映像部門 三重県立いなべ総合学園高等学校 大いなる退屈

1-5 ビデオカメラ映像部門 三重県立伊勢高等学校 白い傘

2 岐阜県 11：15

2-1 携帯電話動画部門 岐阜県立岐阜農林高等学校 UFO 着陸

2-2 携帯電話動画部門 岐阜県立加納高等学校 ありふれた経験

2-3 ビデオカメラ映像部門 岐阜県立岐山高等学校 伝統の岐阜提灯

2-4 ビデオカメラ映像部門 岐阜県立加納高等学校 LOST

3 大阪府 11：45 3-1 ビデオカメラ映像部門 堺市立堺高等学校定時制の課程 天使という名の死神　

　   （12：15 ～ 13：15）　 昼食・休憩（会議室１・２）

4 富山県 13：30
4-1 ビデオカメラ映像部門 富山国際大学付属高等学校 人形の瞳には…

4-2 ビデオカメラ映像部門 富山県立砺波高等学校 100 キロを越えて

5 長野県 14：05

5-1 携帯電話動画部門 長野県上田千曲高等学校 ごはんじゃないですよ

5-2 携帯電話動画部門 長野県上田千曲高等学校 無駄なスキル

5-3 ビデオカメラ映像部門 長野県上田千曲高等学校 練習とか面倒だし。

5-4 ビデオカメラ映像部門 松商学園高等学校 チョコレートコスモス

6 岡山県 14：50 6-1 ビデオカメラ映像部門 山陽女子高等学校 海底ゴミ回収活動から見えたこと　

7 徳島県 15：05
7-1 携帯電話動画部門 徳島県立富岡東高等学校 日 常

7-2 携帯電話動画部門 徳島市立高等学校 happiness of flower 

8 神奈川県 15：10

8-1 携帯電話動画部門 神奈川県立横浜旭陵高等学校 アイウエムービー

8-2 携帯電話動画部門 神奈川県立金井高等学校 みんなのおかげで集まりました　

8-3 ビデオカメラ映像部門 神奈川県立神奈川総合高等学校 お仕舞い！

8-4 ビデオカメラ映像部門 向上高等学校 episode Ⅰ K ちゃん KOJO に現わる！
～はじめてのドキドキチャリティーコンサート編～

15：45 終　　　　了

16：00 交流会受付（ホテルグリーンパーク津会議室 安濃）

16：30 ～ 18：00 交流会（ホテルグリーンパーク津会議室 安濃）

７
月
31
日
（
金
）
大
会
２
日
目

順番 都道府県 上映開始時間 作品番号 部　　　　門 学　　　　校 作　　　　品

9 福島県 10：10
9-1 携帯電話動画部門 桜の聖母学院高等学校　 カオスⅡ

9-2 ビデオカメラ映像部門 桜の聖母学院高等学校 檸檬物語

10 岩手県 10：30

10-1 携帯電話動画部門 岩手県立花巻北高等学校 マルカン Style

10-2 携帯電話動画部門 岩手県立盛岡第三高等学校 MORIO kan UFO  

10-3 ビデオカメラ映像部門 岩手県立宮古高等学校 鮭、好きですか？

10-4 ビデオカメラ映像部門 岩手高等学校 絆　

11 青森県 11：15
11-1 携帯電話動画部門 青森県立青森工業高等学校 携帯 memory　

11-2 携帯電話動画部門 青森県立弘前工業高等学校 雪国に響け三味 (?) の音

12 北海道 11：20 12-1 ビデオカメラ映像部門 北海道函館中部高等学校 とり？いいえ豚肉です　

13 福井県 11：35

13-1 携帯電話動画部門 福井県立若狭東高等学校 ムービーナビゲーター　

13-2 ビデオカメラ映像部門 福井県立藤島高等学校　　 Decade　～十年後へのメッセージ～　

13-3 ビデオカメラ映像部門 北陸高等学校 劇場版　Bandrama

　  （12：00 ～ 13：00）　 昼食・休憩（会議室１・２）

14 兵庫県 13：20

14-1 携帯電話動画部門 兵庫県立洲本高等学校 となりの烏丸さん

14-2 携帯電話動画部門 日ノ本学園高等学校 映像 Magic

14-3 ビデオカメラ映像部門 兵庫県立伊丹北高等学校 人生。それは…

14-4 ビデオカメラ映像部門 兵庫県立伊川谷北高等学校 煩悩マン

15 京都府 13：45

15-1 携帯電話動画部門 京都府立城陽高等学校 文具大戦　～華の色は美しき～

15-2 携帯電話動画部門 京都府立城陽高等学校　 御稲荷さん

15-3 ビデオカメラ映像部門 京都府立北嵯峨高等学校 タイムトラベル，トラブル　

15-4 ビデオカメラ映像部門 京都府立嵯峨野高等学校 蟲

15：00 講評・表彰式・閉会式

15：45 終　　　　了


