
第１５回全国物理コンテスト  「物理チャレンジ２０１９」 
 

 
【国際物理オリンピック（ IPhO2020）日本代表候補者】  

 

阿江  伸太朗  東京都  筑波大学附属高等学校  ２年生  

天羽  啓  愛知県  海陽中等教育学校  ５年生  

粟野  稜也  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  １年生  

稲田  祐輝  福岡県  久留米大学附設高等学校  ２年生  

小野  祐  兵庫県  甲陽学院高等学校  ２年生  

北川  陽斗  愛知県  滝高等学校  ２年生  

桑原  優香  愛知県  南山高等学校・女子部  ２年生  

佐々木  保昂  奈良県  東大寺学園高等学校  ２年生  

辻  圭汰  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ２年生  

難波  至塁  群馬県  伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校  ５年生  

平石  雄大  愛知県  海陽中等教育学校  ５年生  

松本  昂征  大阪府  大阪星光学院高等学校  ２年生  

 
 
 

【第２チャレンジ】表彰者  
 

☆物理チャレンジ大賞  
理論および実験コンテストを総合して最高成績を修めたチャレンジャー  
 

山田  耀  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

 
 

☆ＴＤＫ賞  
実験問題コンテストで最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

池田  侑登  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

 
 

☆エリジオン賞  
理論問題コンテストで最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

山田  耀  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

 
 

☆ Preferred Networks賞  
高校２年生以下で最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

辻  圭汰  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ２年生  

 
 

☆つくば科学万博記念財団理事長賞  
女子参加者において最も優秀な成績を修めたチャレンジャー  
 

桑原  優香  愛知県  南山高等学校・女子部  ２年生  



 

☆金  賞  

池田  侑登  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

海原  央翔  大阪府  大阪府立北野高等学校  ３年生  

笹木  宏人  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

千葉  遼太郎  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

辻  圭汰  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ２年生  

山田  耀  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  
 

 

☆銀  賞  

大坪  航  福岡県  久留米大学附設高等学校  ３年生  

小野  祐  兵庫県  甲陽学院高等学校  ２年生  

角坂  瞭  千葉県  渋谷教育学園幕張高等学校  ３年生  

北川  陽斗  愛知県  滝高等学校  ２年生  

後藤  啓文  京都府  京都市立西京高等学校  ３年生  

近藤  滉将  青森県  青森県立弘前高等学校  ３年生  

瀧藤  晴  奈良県  帝塚山高等学校  ３年生  

竹中  涼  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

出口  海聖  福井県  福井県立藤島高等学校  ３年生  

平石  雄大  愛知県  海陽中等教育学校  ５年生  

廣田  和希  東京都  渋谷教育学園渋谷高等学校  ３年生  

山名  琢翔  東京都  東京都立小石川中等教育学校  ６年生  
 
 
 

☆銅  賞  

阿江  伸太朗  東京都  筑波大学附属高等学校  ２年生  

粟野  稜也  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  １年生  

池田  理玖  大阪府  大阪府立北野高等学校  ３年生  

稲田  祐輝  福岡県  久留米大学附設高等学校  ２年生  

桑原  優香  愛知県  南山高等学校・女子部  ２年生  

小渡  望夢  愛知県  愛知県立時習館高等学校  ３年生  

佐々木  保昂  奈良県  東大寺学園高等学校  ２年生  

佐藤  雄大  宮城県  宮城県仙台二華高等学校  ３年生  

竹中  健翔  大阪府  大阪府立三国丘高等学校  ３年生  

深谷  駿冴  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

町田  宇弥  兵庫県  兵庫県立神戸高等学校  ３年生  

村本  玲司  埼玉県  埼玉県立川越高等学校  ３年生  
 
 
 

  



 

☆優良賞  

秋吉  翔太  東京都  本郷高等学校  ３年生  

畔上  功太郎  新潟県  新潟県立新潟高等学校  ３年生  

天羽  啓  愛知県  海陽中等教育学校  ５年生  

池上  草玄  千葉県  千葉県立船橋高等学校  ３年生  

稲井  雅之  兵庫県  灘高等学校  １年生  

桑江  優希  福岡県  久留米大学附設高等学校  既卒生  

小林  愛唯果  石川県  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  

下山  紘平  茨城県  江戸川学園取手高等学校  ３年生  

須永  祐大  神奈川県  聖光学院高等学校  ３年生  

谷口  裕人  埼玉県  埼玉県立浦和高等学校  ３年生  

中園  滉一朗  鹿児島県  ラ・サール高等学校  ３年生  

成田  翔海  千葉県  渋谷教育学園幕張高等学校  ３年生  

難波  至塁  群馬県  伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校  ５年生  

野田  源文  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

麦  恒輝  兵庫県  兵庫県立神戸高等学校  ３年生  

原田  尚紀  埼玉県  埼玉県立川越高等学校  ３年生  

藤木  恒成  大阪府  大阪教育大学附属高等学校池田校舎  既卒生  

藤本  源  長崎県  青雲高等学校  ３年生  

松本  昂征  大阪府  大阪星光学院高等学校  ２年生  

松本  悠汰  石川県  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  

水島  寿希  宮崎県  宮崎県立宮崎西高等学校  ２年生  

 

 

 

 

【第１チャレンジ】  

 
☆東京エレクトロン賞  

理論・実験を総合して最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

小野  祐  兵庫県  甲陽学院高等学校  ２年生  

 
 
 

実験課題レポート表彰者  
 

☆実験優秀賞（ＳＳ）  

中野  颯  三重県  三重県立四日市高等学校  ２年生  

西川  晃太  三重県  三重県立四日市高等学校  ２年生  

宮田  隼佑  三重県  三重県立四日市高等学校  ２年生  

山名  琢翔  東京都  東京都立小石川中等教育学校  ６年生  

 


