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この
声ラジが
すごい！
2015

発表！
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順位 番組名
パーソナリティ

/ 放送局等 
点数

1 洲崎西 洲崎綾 
西明日香
超！Ａ＆Ｇ＋

321

2 矢作・佐倉のちょっとお時間
よろしいですか

矢作紗友里
佐倉綾音
超！Ａ＆Ｇ＋

218

3 浅沼晋太郎・鷲崎健の
「思春期が終わりません」

浅沼晋太郎 
鷲崎健
Hibiki

155

4 TRYangle harmony
麻倉もも
雨宮天
夏川椎菜
超！Ａ＆Ｇ＋

134

5 久保ユリカが１人しゃべりな
んて胃が痛い。

久保ユリカ
超！Ａ＆Ｇ＋ 122

6
RADIO アニメロミックス
ラブライブ！～
のぞえり Radio Garden ～

南條愛乃
楠田亜衣奈
文化放送

101

7 A ＆ G 超 RADIO SHOW
～アニスパ！～

鷲崎健 
浅野真澄
文化放送

99

8 あどりぶ
巽悠衣子
大橋彩香
超！Ａ＆Ｇ＋

92

9 田村ゆかりのいたずら黒うさ
ぎ

田村ゆかり
文化放送 91

10 高森奈津美の Lady Go!! 高森奈津美
超！Ａ＆Ｇ＋ 78INFORMATION

<集計方法について >アンケート回答者（130 名）が選出した番組について、１位＝ 10 点、２位＝９点、３位＝８点、
４位＝７点、５位＝６点で集計しました。なお、アニラジはコンテンツごとに集計しています。
<対象番組について>2013年10月～2014年９月に放送された声ラジ（アニラジ、声優ラジオ）を投票対象としております。

順位 番組名 パーソナリティ 放送局等 点数

11 ゆきんこ・りえしょんのいちごまみれだよ～ 五十嵐裕美 村川梨衣 ラジオ関西 76

12 早見沙織のふり～すたいる♪ 早見沙織 超！Ａ＆Ｇ＋ 74

13 上坂すみれの Lady Go!! 上坂すみれ 超！Ａ＆Ｇ＋ 73

14 小松未可子のリッスン？ 小松未可子 文化放送 71

15 津田のラジオ「っだー！！」 津田美波 超！Ａ＆Ｇ＋ 68

ラジオ シドニアの騎士～綾と綾音の秘密の光合成～ 洲崎綾 佐倉綾音 音泉 68

17 神谷浩史・小野大輔の DearGirl ～ Stories ～ 神谷浩史 小野大輔 文化放送 66

井上麻里奈・下田麻美の IT 革命 !! 井上麻里奈 下田麻美 超！Ａ＆Ｇ＋ 66

19 鷲崎健の２ｈ 鷲崎健 超！Ａ＆Ｇ＋ 65

20 宮野真守の RADIO SMILE 宮野真守 文化放送 57

>>>21 位以下の（26 点以上）
番組名 パーソナリティ 放送局等 点数

三上枝織の Lady Go!! 三上枝織 超！Ａ＆Ｇ＋ 51

高橋美佳子のの～ぷらんでいこう♪ 高橋美佳子 超！Ａ＆Ｇ＋ 51

M3 ～ソノ黒キラジオ～ 矢作紗友里 
福圓美里 音泉 51

杉田智和のアニゲラ ! ディドゥーー
ン !!

杉田智和 
マフィア梶田 超！Ａ＆Ｇ＋ 49

selector radio WIXOSS 加隈亜衣 久野美咲 音泉 46

佐倉綾音 Ayane ＊ LDK 佐倉綾音 超！Ａ＆Ｇ＋ 44

豊崎愛生のおかえりらじお 豊崎愛生 超！Ａ＆Ｇ＋ 41

ラジオ　ハナヤマタ～校内放送、し
ませんか？ 上田麗奈 田中美海 Hibiki 40

天才軍師 安元洋貴 細谷佳正 超！Ａ＆Ｇ＋ 38

「悪魔のリドル」ラジオ～黒組通信～ 諏訪彩花 音泉 37

マンアシラジオ 早見沙織 能登有沙 Hibiki 36

SMILY ☆ SPIKY の『 な ま は こ っ
うぇ !』 宮野真守 高木俊 BBstation 36

A&G GAME MASTER GT-R 小野坂昌也 加藤英美里
阿久津加菜 超！Ａ＆Ｇ＋ 35

てさぐれ！ラジオもの 西明日香 明坂聡美
荻野可鈴 大橋彩香

日テレオンデ
マンド 34

大久保瑠美の Lady Go!! 大久保瑠美 超！Ａ＆Ｇ＋ 34

花澤香菜のひとりでできるかな？ 花澤香菜 超！Ａ＆Ｇ＋ 32

ノーラジオ・ノーライフ　ゲーマー
兄弟がラジオをするそうです。 松岡禎丞 茅野愛衣 Hibiki 31

番組名 パーソナリティ 放送局等 点数

有限会社チェリーベル 櫻井孝宏 鈴村健一
松来未祐 超！Ａ＆Ｇ＋ 30

上坂すみれの乙女＊ムジカ 上坂すみれ 東海ラジオ 29

まじポン！ 間島淳司 菅沼久義 ラジオ関西 29

鷲崎健の王様は退屈じゃ！ 鷲崎健 長弘翔子
橋本和 ラジオ関西 29

アイドルマスターミリオンラジオ！ 麻倉もも 山崎はるか 
田所あずさ ニコ生 29

未確認で進行形～うまく言えないの
でラジオで確認してください～

照井春佳 松井恵理子
吉田有里 音泉 29

井口裕香のむ～～～ん⊂（ ＾ω＾）
⊃ 井口裕香 超！Ａ＆Ｇ＋ 28

『四月』じゃないよ、『君嘘』だよ。
ラジオ 種田梨沙 佐倉綾音 音泉 28

伊福部崇のラジオのラジオ 伊福部崇 鈴木美咲 超！Ａ＆Ｇ＋ 27

集まれ昌鹿野編集部 小野坂昌也 鹿野優衣 ラジオ関西 27

羽多野・寺島 Radio 2D LOVE 羽多野渉 寺島拓篤 超！Ａ＆Ｇ＋ 27

FM 鷲ノ繪 鷲崎健 中村繪里子 fm さくだいら 26

めっちゃすきやねん 大空直美 中島唯
松田颯水 OBC 26

南條愛乃のジョルメディア 南條愛乃 ニコ動 26

ゆいこ・ひさこのでかした！
RanQueen ！ 巽悠衣子 金元寿子 マリン・エンタテ

インメント 26

あおい・さおりの新番組 ( ｀・ω・´) 悠木碧 早見沙織 超！Ａ＆Ｇ＋ 26

阿澄佳奈 星空ひなたぼっこ 阿澄佳奈 超！Ａ＆Ｇ＋ 26



「この声ラジがすごい！ 2014」
順位 番組名 パーソナリティ 放送局等

1 洲崎西 洲崎綾 西明日香 超！Ａ＆Ｇ＋

2 矢作・佐倉のちょっとお時間よろしいですか 矢作紗友里 佐倉綾音 超！Ａ＆Ｇ＋

3 高森奈津美の Lady Go!! 高森奈津美 超！Ａ＆Ｇ＋

4 A&G 超 RADIO SHOW 〜アニスパ !! 〜 鷲崎健 浅野真澄 文化放送

5 井上麻里奈・下田麻美の IT 革命 井上麻里奈 下田麻美 超！Ａ＆Ｇ＋

6 あおい・さおりの新番組（`・ω・') 悠木碧 早見沙織 超！Ａ＆Ｇ＋

7 おどろき戦隊モモノキファイブ 中村繪里子 日笠陽子 ラジオ関西

8 早見沙織のふり〜すたいる♪ 早見沙織 超！Ａ＆Ｇ＋

9 A&G GAME MASTER GT-R 小野坂昌也 加藤英美里 阿久津加菜 超！Ａ＆Ｇ＋

10 鷲崎健の２ｈ 鷲崎健 超！Ａ＆Ｇ＋

編集：「この声ラジがすごい！」編集部
発行：Helissio ／声ラジのほん。製作委員会

http://www.helissio.info/
発行日：2014 年 12 月 20 日

イラスト：種田優太 (@green_tea_boy)
Special Tanks：

「この声ラジがすごい！ 2015」に投票してくれたリスナーのみなさま


