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【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  
 

楠元  康生  福岡県  久留米大学附設高等学校  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  

 

粟野  稜也  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  

 

楠元  康生  福岡県  久留米大学附設高等学校  ３年生  

 
 
 

☆東京エレクトロン賞  
女子参加者において最優秀の成績を修めたチャレンジャー  

 

伊藤  陽莉  兵庫県  白陵高等学校  ３年生  

 
 
 

☆理研計器賞  
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  

 

三宅  智史  愛知県  東海高等学校  ２年生  

 
 
 

  



☆金  賞  

粟野  稜也  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

伊藤  陽莉  兵庫県  白陵高等学校  ３年生  

楠元  康生  福岡県  久留米大学附設高等学校  ３年生  

黒田  優人  大阪府  大阪府立北野高等学校  ３年生  

西尾  朋人  石川県  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  

三宅  智史  愛知県  東海高等学校  ２年生  
 
 
 

☆銀  賞  

揚妻  慶斗  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  １年生  

安藤  祐翔  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  

大倉  晴琉  埼玉県  埼玉県立大宮高等学校  ２年生  

喜多  俊介  東京都  筑波大学附属駒場中学校  ２年生  

木下  晴登  千葉県  市川高等学校  ３年生  

小泉  風翔  茨城県  江戸川学園取手高等学校  ３年生  

田中  優希  兵庫県  灘高等学校  １年生  

德田  陽向  京都府  京都府立洛北高等学校  ３年生  

中谷  快  広島県  広島市立基町高等学校  ３年生  

藤谷  恒輝  東京都  早稲田高等学校  ２年生  

山本  裕太  兵庫県  灘高等学校  １年生  

吉田  悠真  兵庫県  灘高等学校  ３年生  
 
 
 

☆銅  賞  

石川  亮太  千葉県  千葉県立東葛飾高等学校  ２年生  

越前  克仁  富山県  富山県立高岡高等学校  ３年生  

大平  達也  愛知県  海陽中等教育学校  ６年生  

片山  哩  岡山県  岡山白陵高等学校  ２年生  

京  具輝  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

田中  勇吾  埼玉県  埼玉県立浦和高等学校  ３年生  

辻村  昌幸  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

童  予昕  東京都  芝高等学校  ３年生  

埜上  照  宮城県  宮城県仙台二華高等学校  ２年生  

原島  寛之  岡山県  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  

宮永  雄史  岡山県  岡山白陵高等学校  ３年生  

山口  航志郎  神奈川県  浅野高等学校  ２年生  
 

  



☆優良賞  

石黒  勇樹  福島県  福島県立福島高等学校  ３年生  

伊藤  嵩志  岡山県  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  

植田  靖啓  兵庫県  灘高等学校  １年生  

大村  慧  千葉県  市川高等学校  ３年生  

沖汐  龍  東京都  麻布高等学校  １年生  

加藤  大智  愛知県  名古屋市立向陽高等学校  ３年生  

金田  燈和  神奈川県  
横浜市立  
横浜サイエンスフロンティア高等学校  

２年生  

釜口  悠太  東京都  海城高等学校  ３年生  

熊谷  洸希  秋田県  秋田県立秋田高等学校  ３年生  

久米  伸太朗  奈良県  東大寺学園高等学校  ２年生  

黄  翌成  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

小島  将吾  大阪府  明星高等学校  ３年生  

嶌根  亮  埼玉県  栄東高等学校  ３年生  

高相  歌秀  東京都  早稲田高等学校  ２年生  

田中  志歩  東京都  桜蔭高等学校  ２年生  

煙岡  英樹  奈良県  西大和学園高等学校  １年生  

中條  創太  徳島県  徳島市立高等学校  ３年生  

土居  寛市  奈良県  東大寺学園高等学校  ２年生  

橋爪  淳  静岡県  静岡県立清水東高等学校  ３年生  

何  櫟  茨城県  茨城県立竹園高等学校  ３年生  

本澤  龍紀  神奈川県  神奈川県立多摩高等学校  ３年生  

宮﨑  陽人  大阪府  大阪星光学院高等学校  ３年生  

孟  那日遜  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

山下  航弥  大阪府  大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎  ２年生  

 

 

 


