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第２０回　「日本映画・テレビ録音協会 録音賞」　＜映画作品部門＞作品リスト 下線は協会員

作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

BanG Dream! ぽっぴん’どりーむ！

（総監督）

柿本広大

（監督）

植高正典

竹内俊平 飯田里樹 猪俣泰史 Elements Garden 2022/1/1

決戦は日曜日 坂下雄一郎 島津未来介 勝亦さくら 渡邊 崇 2022/1/7

映画 文豪ストレイドッグス BEAST 坂本浩一 益子宏明 野崎博樹 岩崎 琢  2022/1/7

コンフィデンスマンJP 英雄編 田中 亮 高須賀健吾 壁谷貴弘 fox capture plan 2022/1/14

安魂【中国・日本】 日向寺太郎 王 宝石 小川 武 中村佳央 
Castle in the Air

（谷川公子＋渡辺香津

美）

2022/1/15

なん・なんだ 山嵜晋平 篠崎有矢 下社敦郎 2022/1/15

さがす 片山慎三 秋元大輔 井上奈津子 高位妃楊子 2022/1/21

真夜中乙女戦争 二宮 健 清水雄一郎 野村みき 大保達哉 堤 裕介 2022/1/21

前科者 岸 善幸 森 英司 越智美香 大塚智子 岩代太郎 2022/1/28

ノイズ 廣木隆一 深田 晃 大友良英 2022/1/28

Pure Japanese 松永大司 西條博介 世武裕子 2022/1/28

麻希のいる世界 塩田明彦 松野 泉 鈴木俊介 2022/1/29

再会の奈良【中国・日本】 ポンフェイ 森 英司 鈴木慶一 2022/2/4

鹿の王 ユナと約束の旅
安藤雅司

宮地昌幸
（アニメーション） 菊田浩巳 富貴晴美 2022/2/4

大怪獣のあとしまつ 三木 聡 高野泰雄 柴崎憲治 上野耕路 2022/2/4

ミラクルシティコザ 平 一紘 横澤匡広 佐藤祐美 Chris 2022/2/4

嘘喰い 中田秀夫 加藤大和 大河原将 for capture plan 2022/2/11

ちょっと思い出しただけ 松居大悟 竹内久史 松浦大樹 森 優太 2022/2/11

西成ゴローの四億円 上西雄大 西山秀明 川人千慧 2022/2/12

愛国女子 紅武士道 赤羽 博 林 昭一 石貝 洋 佐々木淳一 水澤有一 2022/2/18

牛首村 清水 崇 西山 徹 赤澤勇ニ 村松崇継 2022/2/18

君が落とした青空 Yuki Saito 久連石由文 松浦大樹 富貴晴美 2022/2/18

グッバイ、ドン・グリーズ！ いしづかあつこ 根岸信洋 明田川仁 上野 励 藤澤慶昌 2022/2/18

リング・ワンダリング 金子雅和 岩間 翼 黄 永昌 富山優子 2022/2/19

愛なのに 城定秀夫 松島 匡 山本タカアキ 林 魏堂 2022/2/25
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

劇場版 DEEMO サクラノオト

あなたの奏でた音が、今も響く

（総監督）

藤咲淳一

（監督）

松下周平

（アニメーション） 明田川仁 マジックカプセル 梶浦由記 2022/2/25

Ribbon のん 佐藤里佳 原川慎平 井上奈津子 ひぐちけい 2022/2/25

あんさんぶるスターズ！！

-Road to Show!!-
菱田正和 （アニメーション） 濱野高年 加藤達也 2022/3/4

映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争

（リトルスターウォーズ） 2021
山口 晋

山本 寿

原田純次
田中章喜 北田雅也 服部隆之 2022/3/4

ブルーサーマル 橘 正紀 松田 悟 山口貴之 小山恭正 海田庄吾 2022/3/4

余命10年 藤井道人 根本飛鳥 浜田洋輔 勝俣まさとし RADWIMPS 2022/3/4

MANKAI MOVIE「A3!」 AUTUMN & WINTER 倉田健次 湯脇房雄 柴崎憲治 Yu:((vague)) 2022/3/4

映画しまじろう

しまじろうと キラキラおうこくの おうじさま
河村貴光 （アニメーション） 2022/3/11

ウェディング・ハイ 大九明子 小宮 元 小宮 元 渋谷圭介 高見 優 2022/3/12

映画おしりたんてい シリアーティ 門 由利子 澤村裕樹 中原隆太 高木 洋 2022/3/18

中村屋酒店の兄弟 白磯大知 小笹竜馬

総理

「とある兄弟」

（響心soundorchestra）

2022/3/18

猫は逃げた 今泉力哉 岸川達也 山本タカアキ 菅原慎一 2022/3/18

KAPPEI カッペイ 平野 隆 田中博信 松浦大樹 遠藤浩二 2022/3/18

映画 おそ松さん 英 勉 照井康政 加来昭彦 柴崎憲治 橋本由香利 2022/3/25

ツーアウトフルベース 藤澤浩和 齋藤泰陽 内藤和冬 内藤和冬 吉岡聖治 2022/3/25

女子高生に殺されたい 城定秀夫 竹内久史 井上奈津子 世武裕子 2022/4/1

東西ジャニーズJr.

ぼくらのサバイバルウォーズ
川村泰祐 猪股正幸

久米志保

斎藤昌利
長谷川雅大 2022/4/1

やがて海へと届く 中川龍太郎 西 正義 柴崎憲治
小瀬村昌

＜北原京子＞
2022/4/1

世の中にたえて桜のなかりせば 三宅伸行 郡 弘道 2022/4/1

今はちょっと、ついてないだけ 柴山健次 田中靖志 岡瀬晶彦 小川明夏 2022/4/8

チェリまほ THE MOVIE

30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい
風間太樹 石寺健一 赤澤勇二 堀口純香 2022/4/8

とんび 瀬々敬久 髙田伸也 岡瀬晶彦 村松崇継 2022/4/8
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

THE3名様 リモートだけじゃ無理じゃね？ 森谷 雄 北野愛有 2022/4/8

名探偵コナン ハロウィンの花嫁 満仲 勧 （アニメーション）
浦上靖之

浦上慶子

石野貴久

佐藤理緒
菅野祐悟 2022/4/15

映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 橋本昌和 （アニメーション） 2022/4/22

劇場版 Free! the Final Stroke 後編 河浪栄作 （アニメーション） 鶴岡陽太 加藤達也 2022/4/22

ツユクサ 平山秀幸 中里 崇 伊藤瑞樹 安川午朗 2022/4/29

ホリック xxxHOLiC 蜷川実花 石寺健一 井上奈津子 渋谷慶一郎 2022/4/29

劇場版ラジエーションハウス 鈴木雅之 反町憲人 壁谷貴弘 服部隆之 2022/4/29

死刑にいたる病 白石和彌 浦田和治 柴崎憲治 大間々昂 2022/5/6

マイスモールランド 川和田恵真 弥栄裕樹 グザヴィエ・トュラン ROTH BART BARON 2022/5/6

生きててよかった 鈴木太一 岡本立洋 34423(Miyoshi Fumi) 2022/5/13

劇場版 おいしい給食 卒業 綾部真弥 井家眞紀夫 田中 俊 佐藤祥子
沢田ヒロユキ・ペイズ

リィ
2022/5/13

シン・ウルトラマン 樋口真嗣 田中博信 山田 陽
野口 透

鋤柄 務
鷺巣詩郎 2022/5/13

流浪の月 李 相日 白取 貢 柴崎憲治 原魔利彦 2022/5/13

映画 五等分の花嫁 神保昌登 今井修二 高桑 一 出雲範子
中村巴奈重

櫻井美希
2022/5/20

大河への道 中西健二 尾崎 聡
小島彩

伊藤 進一
安川午朗 2022/5/20

鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー 曽利文彦 田中博信 笠松広司 笠松広司
北里玲二

浜田純伸
2022/5/20

鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成
064

曽利文彦
田中博信 笠松広司 笠松広司

北里玲二

浜田純伸
2022/6/24

ハケンアニメ！ 吉野耕平 赤澤靖大 勝亦さくら 池 頼広 2022/5/20

特『刀剣乱舞-花丸-』～ 雪ノ巻～ 直谷たかし （アニメーション） 郷文裕貴 中野勝博 川井憲次 2022/5/20

辻占恋慕 大野大輔 柳田耕佑
＜音楽監督＞

福田裕彦
2022/5/21

20歳のソウル 秋山 純 戸部政明 石井和之 KOSEN 2022/5/27

劇場アニメーション「犬王」 湯浅政明 今泉 武 木村絵理子 中野勝博 大友良英 2022/5/28
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

きさらぎ駅 永江二朗 指宿隆次 2022/6/3

極主夫道 ザ・シネマ 瑠東東一郎 池谷鉄兵 大塚智子 瀬川英史 2022/6/3

太陽とボレロ 水谷 豊 石寺健一 赤澤勇二
西本智実

山元淑稀
2022/6/3

冬薔薇（ふゆそうび） 阪本順治 照井照政 小島 彩 安川午郎 2022/6/3

劇場版 異世界かるてっと あなざーわーるど 芦名みのる （アニメーション） 明田川仁 マジックカプセル 川田瑠夏 2022/6/10

劇場版 からかい上手の高木さん 赤城博昭 天野龍洋 えのもとたかひろ 中野勝博
堤 博明

(小林健樹)
2022/6/10

はい、泳げません 渡辺謙作 柿澤 潔 伊藤進一 渡邊琢磨 2022/6/10

わたし達はおとな 加藤拓也
小野川浩幸

紫藤佑弥
紫藤佑弥 紫藤佑弥 谷川正憲 2022/6/10

ALIVEHOON アライブフーン 下山 天 小清水健治 田中 俊 中村佳央  吉川清之 2022/6/10

ドラゴンボール超スーパーヒーロー 児玉徹郎 伊東光晴 西村睦弘 佐藤直紀 2022/6/11

怪盗クイーンはサーカスがお好き 傳 沙織 （アニメーション） 亀山俊樹
ビットグルーヴ

プロモーション
日向 萌 2022/6/17

恋は光 小林啓一 日高成幸 山口満大 佐藤祥子 野村卓史 2022/6/17

峠 最後のサムライ 小泉堯史 矢野正人 柴崎憲治 加古 隆 2022/6/17

バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版 西谷 弘 藤丸和徳 瀬川徹夫 大河原将 菅野祐悟 2022/6/17

メタモルフォーゼの縁側 狩山俊輔 高島良太 佐藤祥子 T字路s 2022/6/17

映画 妖怪シェアハウス

白馬の王子様じゃないん怪
豊島圭介 金杉貴史 田中修一 西村洋一 井筒昭雄 2022/6/17

PLAN 75

【日本・フランス・フィリピン・カタール】
早川千絵 臼井 勝 フィリップ・グリベル 2022/6/17

神は見返りを求める 吉田恵輔 鈴木健太郎 佐藤 望 2022/6/24

それいけ！アンパンマン

ドロリンとバケ～るカーニバル
矢野博之 （アニメーション）

いずみたく

近藤浩章
2022/6/24

映画 ゆるキャン△ 京極義昭 川崎千遥 高寺たけし 風間結花 立山秋航 2022/7/1

映画 バクテン!! 黒柳トシマサ 内田 誠 長崎行男
今野康之

安藤由衣
林ゆうき 2022/7/2

こちらあみ子 森井勇佑 小牧将人 島津未来介 勝亦さくら 青葉市子 2022/7/8

特『刀剣乱舞-花丸-』～ 月ノ巻～ 越田知明 （アニメーション） 中野勝博 川井憲次 2022/7/8

破戒 前田和男 近藤義兼 桜田佳美 田代博司 かみむら周平 2022/7/8

ビリーバーズ 城定秀夫 松島 匡 山本タカアキ 小山秀雄 曽我部恵一 2022/7/8
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

モエカレはオレンジ色 村上正典 長村翔太 井上奈津子 林イグネル小百合 2022/7/8

TELL ME hideと見た景色 塚本連平 郷右近秀利 山口満大 高野寿夫 水谷広実 2022/7/8

劇場版アイカツプラネット！ 木村隆一 （アニメーション） 菊田浩巳

渡部チェル

小野貴光

津田ケイ

2022/7/15

キングダム2 遥かなる大地へ 佐藤信介 横野一氏工 松井謙典 やまだ豊 2022/7/15

劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア 坂本浩一 山本弘樹 長谷川真鷹 桑原秀綱 中川幸太郎 2022/7/22

ゴーストブック おばけずかん 山崎 貴 竹内久史 井上奈津子 佐藤直紀 2022/7/22

島守の塔 五十嵐匠
藤丸和徳

池田雅樹
瀬川徹夫 大河原 将 星 勝 2022/7/22

今夜、世界からこの恋が消えても 三木孝浩 豊田真一 大塚智子 亀田誠治 2022/7/29

コンビニエンス・ストーリー 三木  聡 高野泰雄 小林 喬 柴崎憲治 上野耕路 2022/8/5

裸足で鳴らしてみせろ 工藤梨穂 黄 永昌 藤井草馬 2022/8/6

ONE PIECE FILM RED 谷口悟朗 渡辺絵里奈 鷲尾健太郎 中田ヤスタカ 2022/8/6

ぜんぶ、ボクのせい 松本優作 高田伸也 岡瀬晶彦 鈴木俊介 2022/8/11

野球部に花束を 飯塚 健 鈴木健太郎 松浦大樹 海田庄吾 2022/8/11

TANG タング 三木孝浩 矢野正人 松井謙典 服部隆之 2022/8/11

サバカン SABAKAN 金沢知樹 田辺正晴 田辺正晴 長谷川剛 大島ミチル 2022/8/19

バイオレンスアクション 瑠東東一郎 石寺健一 赤澤勇二 瀬川英史 2022/8/19

ハウ 犬童一心 志満順一 勝亦さくら 上野耕路 2022/8/19

アキラとあきら 三木孝浩 久連石由文 松浦大樹
大間々昴

＜杉田寿宏＞
2022/8/26

異動辞令は音楽隊！ 内田英治 伊藤裕規 大塚智子 小林洋平 2022/8/26

激怒 高橋ヨシキ
山口 勉

近藤崇生
弥栄裕樹 せきやこうぞう

中原昌也

渡邊琢磨
2022/8/26

この子は邪悪 片岡 翔 吉方淳二 山口満大 勝亦さくら 渡邊琢磨 2022/9/1

さかなのこ 沖田修一 山本タカアキ 勝亦さくら パスカルズ 2022/9/1

特『刀剣乱舞-花丸-』～ 華ノ巻～ 野呂純恵 （アニメーション） 郷文裕貴 中野勝博 川井憲次 2022/9/1

劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪

マジLOVEスターリッシュツアーズ
永岡智佳 鶴巻慶典 はたしょう二 和田俊也 Elements Garden 2022/9/2
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

グッバイ・クルエル・ワールド 大森立嗣 髙田伸也 勝亦さくら

鈴木俊介

田井モトヨシ

Teja

2022/9/9

夏へのトンネル、さよならの出口 田口智久 徳久智成 飯田里樹 山田香織 富貴晴美 2022/9/9

百花 川村元気 矢野正人 北田雅也
綱守将平

＜成川沙世子＞
2022/9/9

HiGH&LOW THE WORST X

（総監督）

二宮“NINO”大輔

（監督）

平沼紀久

原川慎平 照井康政 小島 彩 中野雄太 2022/9/9

LOVE LIFE 深田晃司 加唐 学 2022/9/9

川っぺりムコリッタ 荻上直子 池田雅樹 瀬川徹夫 大河原将 パスカルズ 2022/9/16

沈黙のパレード 西谷 弘 藤丸和徳 瀬川徹夫 大河原将 菅野祐悟 2022/9/16

手 松居大悟 西條博介 森 優太 2022/9/16

ヘルドッグス 原田眞人 松本昇和
矢野正人

松本昇和
柴崎憲治 土屋玲子 2022/9/16

よだかの片想い 安川有果 鈴木健太郎 浦川みさき AMIKO 2022/9/16

あの娘は知らない 井樫 彩 光地拓郎 光地拓郎 鷹尾まさき 2022/9/23

犬も食わねどチャーリーは笑う 市井昌秀 反町憲人 渋谷圭介 安部勇磨 2022/9/23

映画デリシャスパーティ・プリキュア

夢みる・お子さまランチ！
座古明史 林奈緒美 石野貴久 寺田志保 2022/9/23

アイ・アム まきもと 水田伸生 鶴巻 仁 松浦大樹 平野義久 2022/9/30

愛してる！ 白石晃士 岸川達也 岩丸 恒
渋谷圭介

岡部泰輝
森 優太 2022/9/30

“それ”がいる森 中田秀夫 秋元大輔 大河原将 坂本秀一 2022/9/30

マイ・ブロークン・マリコ タナダユキ 小川 武 中村佳央 加藤久貴 2022/9/30

君を愛したひとりの僕へ カサヰケンイチ 安齋 歩 平光琢也 北方将実 大間々昴 2022/10/7

僕が愛したすべての君へ 松本 淳 星野賢爾 今泉雄一
山田 稔

白石唯果
大間々昴 2022/10/7

七人の秘書 THE MOVIE 田村直己 福部博国 壁谷貴弘 沢田 完 2022/10/7

千夜、一夜 久保田 直 森 英司 吉田憲義 勝亦さくら 清水靖晃 2022/10/7

呪い返し師 塩子誕生 赤羽 博 林 昭一 石貝 洋 2022/10/7

カラダ探し 羽住英一郎 小林圭一 柴崎憲治 菅野祐悟 2022/10/14
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作品タイトル 監督 録音
整音

サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

耳をすませば 平川雄一朗 豊田真一 大塚智子 高見 優 2022/10/14

もっと超越した所へ。 山岸聖太 伊豆田廉明 野村みき 大保達哉 王 舟 2022/10/14

百合の雨音 金子修介 原川慎平 丹 雄二 中村由利子 2022/10/14

私に天使が舞い降りた！

プレシャス・フレンズ
平牧大輔 鈴木裕幸 高寺たけし 川田清貴 伊賀拓郎 2022/10/14

MONDAYS

このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない
竹林 亮 大高真吾 西川 良 大木嵩雄 2022/10/14

線は、僕を描く 小泉徳宏 赤澤靖大 大河原将 大河原将 横山 克 2022/10/21

ぼくらのよあけ 黒川智之 野口あきら 小泉紀介 勝俣まさとし 横山 克 2022/10/21

劇場版 ソードアート・オンライン

-プログレッシブ- 冥（くら）き夕闇のスケルツォ
河野亜矢子 山口貴之 岩浪美和 小山恭正 梶浦由記 2022/10/22

カメの甲羅はあばら骨 モリ・マサ 光山利央 長崎行男
和田俊也

櫻井陽子

齋藤真也

照井順政
2022/10/28

貞子DX 木村ひさし 仲山一也 大塚智子 遠藤浩二 2022/10/28

天間荘の三姉妹 北村龍平 久連石由文 柴崎憲治 松本晃彦 2022/10/28

桜色の風が咲く 松本准平 沼田和夫 越智美香 安藤友章 小瀬村晶 2022/11/4

シグナチャー 日本を世界の銘醸地に 柿崎ゆうじ 小林圭一 西村洋一 西村真吾 2022/11/4

鳩のごとく 蛇のごとく 斜陽 近藤明男
平 直樹

山田良平
海沼正利 2022/11/4

窓辺にて 今泉力哉 弥栄裕樹 山本タカアキ 井上奈津子 池永正二 2022/11/4

あちらにいる鬼 廣木隆一 深田 晃 佐藤祥子 鈴木正人 2022/11/11

左様なら今晩は 高橋名月 石寺健一 小林孝輔 山元淑稀 2022/11/11

すずめの戸締まり 新海 誠 （アニメーション） 山田 陽 伊藤瑞樹
RADWIMPS

陣内一真
2022/11/11

土を喰らう十二ヵ月 中江裕司 渡辺丈彦 吉田憲義 小林孝輔 大友良英 2022/11/11

わたしのお母さん 杉田真一
山本タカアキ

高田 林
長島慎介 稲岡真吾 2022/11/11

ある男 石川 慶 小川 武 中村佳央 Cicada 2022/11/18

死神遣いの事件帖 月花奇譚 柴﨑貴行 上田香奈子 原口崇正 桑原秀綱
YODA Kenichi

MAEDA Yasuhiro
2022/11/18

宮松と山下

関友太郎

平瀬謙太朗

佐藤雅彦

南 徳昭 浅梨なおこ 浅梨なおこ 豊田真之 2022/11/18
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サウンドデザイン
音響効果 音楽 封切日

母性 廣木隆一 深田 晃 佐藤祥子 コトリンゴ 2022/11/23

劇場版 転生したらスライムだった件

紅蓮の絆編
菊地康仁 （アニメーション） 明田川仁

藤間 仁

（Elements Garden）
2022/11/25

はだかのゆめ 甫木元空 川上拓也 菊池信之 Bialystocks 2022/11/25

メイヘムガールズ 藤田真一 西岡正巳 小西真之 柴崎憲治

カワイヒデヒロ

岡出莉菜

安本健人

大下一樹

2022/11/25

月の満ち欠け 廣木隆一 深田 晃 佐藤祥子 FUKUSHIGE MARI 2022/12/2

THE FIRST SLAM DUNK 井上雄彦 名倉 靖 笠松広司
武部聡志

TAKUMA:((10-FEET))
2022/12/3

映画かいけつゾロリ

ラララ♪スターたんじょう
緒方隆秀 （アニメーション） 田中公平 2022/12/9

散歩時間～その日を待ちながら～ 戸田彬弘 岸川達也 茂野雅道 2022/12/9

天上の花 片嶋一貴 大野裕之 臼井 勝 佐藤祐美 ヌーマン 2022/12/9

夜、鳥たちが啼く 城定秀夫 岩間 翼 2022/12/9

ラーゲリより愛を込めて 瀬々敬久 高田伸也 岡瀬晶彦 小瀬村晶 2022/12/9

ケイコ 目を澄ませて 三宅 唱 川井崇満 大塚智子 2022/12/16

そばかす 玉田真也 松野 泉 松野 泉 松野 泉 2022/12/16

Dr.コトー診療所 中江 功 石寺健一 赤澤勇二 吉俣 良 2022/12/16

かがみの孤城 原 恵一 （アニメーション） 富貴晴美 2022/12/23

仮面ライダーギーツ×リバイスMOVIE

バトルロワイヤル
柴﨑貴行 下代宗太郎

佐橋俊彦

中川幸太郎
2022/12/23

ブラックナイトパレード 福田雄一 柿澤 潔 荒川 望 瀬川英史 2022/12/23

餓鬼が笑う 平波 亘 松野 泉 松野 泉 松野 泉 松野 泉 2022/12/24

近江商人、走る！ 三野龍一 古川裕志 RIO 2022/12/30


