
物理チャレンジ２０１２　第２チャレンジ参加者名簿

№ 氏名 学校名 学年 学校都道府県名

1 浅井　康佑 昭和学院秀英高等学校 ３年生 千葉県

2 石井　達也 東京都立日比谷高等学校 ３年生 東京都

3 石田　渡 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

4 伊知地　直樹 東京都立小石川中等教育学校 ５年生 東京都

5 市村　結 田園調布雙葉高等学校 ３年生 東京都

6 伊藤　尚人 三重県立四日市高等学校 ３年生 三重県

7 井森　隼人 岐阜県立郡上高等学校 ２年生 岐阜県

8 植木　智隆 山口県立高森高等学校 ３年生 山口県

9 上田　研二 洛南高等学校 ２年生 京都府

10 上原　英晃 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

11 上村　京也 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

12 魚下　昇也 徳島県立脇町高等学校 ３年生 徳島県

13 内野　克哉 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

14 榎　優一 灘高等学校 ２年生 兵庫県

15 江馬　英信 灘高等学校 ２年生 兵庫県

16 大橋　健 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

17 大平　俊介 筑波大学附属駒場高等学校 ２年生 東京都

18 大森　亮 灘高等学校 ２年生 兵庫県

19 岡田　祐汰 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

20 岡本　泰平 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

21 岡本　史也 神奈川県立柏陽高等学校 既卒 神奈川県

22 小川　夏実 横浜雙葉高等学校 １年生 神奈川県

23 奥田　堯子 愛知淑徳高等学校 １年生 愛知県

24 落合　宏平 山梨県立甲府南高等学校 ３年生 山梨県

25 小野瀬　雅穂 筑波大学附属駒場高等学校 ２年生 東京都

26 笠浦　一海 開成高等学校 ３年生 東京都

27 加集　秀春 灘中学校 ３年生 兵庫県

28 勝井　祐樹 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

29 川勝　真理 ユナイテッド・ワールドカレッジ・アドリアティック ３年生 イタリア

30 川口　海周 群馬県立高崎工業高等学校 ２年生 群馬県

31 川畑　幸平 灘高等学校 ３年生 兵庫県

32 河村　祐輝 愛媛県立三島高等学校 ３年生 愛媛県

33 北原　真一 広島県立広島国泰寺高等学校 ３年生 広島県

34 木下　晟秀 滝高等学校 ２年生 愛知県

35 桐野　将 本郷高等学校 ２年生 東京都

36 小泉　佳祐 報徳学園高等学校 ３年生 兵庫県

37 小坂　真琴 灘中学校 ３年生 兵庫県

38 五次　司 茨城県立土浦第一高等学校 ３年生 茨城県

39 児玉　知己 宮崎県立宮崎西高等学校 ２年生 宮崎県

40 小西　佑季 帝塚山高等学校 １年生 奈良県

41 小林　洸陽 秋田県立能代高等学校 ３年生 秋田県

42 小林　伸 山梨学院大学附属高等学校 ３年生 山梨県

43 阪口　洋至 慶應義塾高等学校 ２年生 神奈川県

44 佐藤　謙 聖光学院高等学校 ３年生 神奈川県

45 真田　兼行 灘高等学校 １年生 兵庫県

46 澤岡　洋光 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

47 島田　和弥 福島県立福島高等学校 ３年生 福島県

48 白井　秀和 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

49 鈴木　健太 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

50 角田　伊織 奈良県立奈良高等学校 ３年生 奈良県

51 関田　美沙 日本女子大学附属高等学校 ３年生 神奈川県
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52 瀬野　宏 愛媛県立今治西高等学校 ３年生 愛媛県

53 祖父江　英謙 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

54 高荒　大明 本郷高等学校 ３年生 東京都

55 高島　直之 福井県立藤島高等学校 ３年生 福井県

56 高谷　謙介 白陵高等学校 ３年生 兵庫県

57 髙野　佑磨 東京学芸大学附属高等学校 ３年生 東京都

58 高橋　優輔 立教池袋高等学校 ２年生 東京都

59 竹内　崇裕 聖光学院高等学校 ３年生 神奈川県

60 田中　駿士 岡山県立岡山朝日高等学校 ３年生 岡山県

61 田中　悠介 岐阜県立岐阜北高等学校 ３年生 岐阜県

62 谷口　大輔 栄光学園高等学校 ２年生 神奈川県

63 包　含 広島学院高等学校 ３年生 広島県

64 堤　真人 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

65 出口　裕佳 桐蔭学園高等学校 ３年生 神奈川県

66 寺山　智春 東京都市大学付属高等学校 ２年生 東京都

67 寺山　亮太 山口県立宇部高等学校 ３年生 山口県

68 内藤　寿稀 徳島県立脇町高等学校 ３年生 徳島県

69 永井　瞭 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ２年生 神奈川県

70 中塚　洋佑 滋賀県立膳所高等学校 ３年生 滋賀県

71 中村　太一 栄光学園高等学校 ２年生 神奈川県

72 西村　勇輝 江戸川学園取手高等学校 ２年生 茨城県

73 信國　宇則 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ２年生 神奈川県

74 濱田　一樹 ラ・サール中学校 ３年生 鹿児島県

75 林　晃平 筑波大学附属高等学校 ３年生 東京都

76 原田　航 岡山県立玉島高等学校 ３年生 岡山県

77 平田　祐登 聖光学院高等学校 ２年生 神奈川県

78 平野　里奈 栃木県立宇都宮女子高等学校 ３年生 栃木県

79 廣田　成俊 神奈川県立弥栄高等学校 ３年生 神奈川県

80 福島　理 東大寺学園高等学校 １年生 奈良県

81 藤原　一暁 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

82 船津　純浩 筑波大学附属駒場高等学校 １年生 東京都

83 外園　晋夫 聖光学院高等学校 ３年生 神奈川県

84 牧野　将吾 愛知県立旭丘高等学校 ３年生 愛知県

85 升元　健太郎 武蔵高等学校 ３年生 東京都

86 松井　悠亮 広島学院高等学校 ２年生 広島県

87 松澤　健裕 栄光学園高等学校 ３年生 神奈川県

88 見上　達哉 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ３年生 神奈川県

89 緑谷　創 灘高等学校 １年生 兵庫県

90 宮尾　拓明 広島学院高等学校 ２年生 広島県

91 宮本　峻輔 白陵高等学校 ３年生 兵庫県

92 森　泉 東京都立小石川中等教育学校 ５年生 東京都

93 薮内　秀仁 福井県立藤島高等学校 ３年生 福井県

94 湯泉　直也 山梨県立甲府南高等学校 ３年生 山梨県

95 吉川　康太 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ３年生 神奈川県

96 吉川　成輝 開成高等学校 ２年生 東京都

97 吉澤　拓哉 栃木県立栃木高等学校 ２年生 栃木県

98 吉田　透夢 東大寺学園高等学校 １年生 奈良県

99 渡邉　葵 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

100 渡邊　正理 本郷高等学校 ３年生 東京都

101 渡会　醇一 秋田県立横手高等学校 ３年生 秋田県


	参加確定

