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氏名  学校名  学年  
学校の  

都道府県  

揚妻  慶斗  筑波大学附属駒場高等学校  １年生  東京都  

有森  煌  岡山県立岡山一宮高等学校  １年生  岡山県  

粟津  裕貴  京都市立西京高等学校  ２年生  京都府  

粟野  稜也  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  東京都  

安藤  輝  千葉県立船橋高等学校  ２年生  千葉県  

安藤  祐翔  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  岐阜県  

池本  雄途  秋田県立秋田高等学校  １年生  秋田県  

石川  亮太  千葉県立東葛飾高等学校  ２年生  千葉県  

石黒  勇樹  福島県立福島高等学校  ３年生  福島県  

伊丹  翔治  灘中学校  ２年生  兵庫県  

井出  浩太  大阪星光学院高等学校  ２年生  大阪府  

伊藤  恵仁  東京都立小石川中等教育学校  ３年生  東京都  

伊藤  嵩志  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  岡山県  

伊藤  祥梧  三重県立四日市高等学校  ３年生  三重県  

伊藤  大輝  岐阜県立岐阜高等学校  ２年生  岐阜県  

伊藤  陽莉  白陵高等学校  ３年生  兵庫県  

入倉  拓也  新潟県立新発田高等学校  ３年生  新潟県  

岩田  晴季  名古屋市立向陽高等学校  ３年生  愛知県  

植田  靖啓  灘高等学校  １年生  兵庫県  

内田  治希  広島学院高等学校  ３年生  広島県  

越前  克仁  富山県立高岡高等学校  ３年生  富山県  

大倉  晴琉  埼玉県立大宮高等学校  ２年生  埼玉県  

大須賀  太一  福島県立福島高等学校  ２年生  福島県  

大野  栞  筑波大学附属高等学校  ２年生  東京都  

大平  達也  海陽中等教育学校  ６年生  愛知県  

大村  慧  市川高等学校  ３年生  千葉県  

岡村  南星  岡山県立岡山操山高等学校  ３年生  岡山県  

沖汐  龍  麻布高等学校  １年生  東京都  
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学校の  

都道府県  

沖潮  廉太朗  福岡大学附属大濠高等学校  ３年生  福岡県  

甲斐  健心  宮崎県立宮崎西高等学校  １年生  宮崎県  

甲斐  大智  宮崎県立宮崎西高等学校  ２年生  宮崎県  

笠井  圭太  本郷高等学校  ２年生  東京都  

柏木  巧記  筑波大学附属駒場高等学校  １年生  東京都  

片山  哩  岡山白陵高等学校  ２年生  岡山県  

片山  和香奈  横浜共立学園高等学校  ３年生  神奈川県  

加藤  大智  名古屋市立向陽高等学校  ３年生  愛知県  

金田  燈和  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  

釜口  悠太  海城高等学校  ３年生  東京都  

河口  碧射  海陽中等教育学校  ４年生  愛知県  

喜多  俊介  筑波大学附属駒場中学校  ２年生  東京都  

木下  晴登  市川高等学校  ３年生  千葉県  

京  具輝  灘高等学校  ３年生  兵庫県  

楠元  康生  久留米大学附設高等学校  ３年生  福岡県  

窪田  航己  東京都立小石川中等教育学校  ５年生  東京都  

窪田  煌志  岐阜県立大垣北高等学校  １年生  岐阜県  

熊谷  洸希  秋田県立秋田高等学校  ３年生  秋田県  

久米  伸太朗  東大寺学園高等学校  ２年生  奈良県  

黒田  優人  大阪府立北野高等学校  ３年生  大阪府  

阮  徳智  東邦大学付属東邦高等学校  １年生  千葉県  

小泉  風翔  江戸川学園取手高等学校  ３年生  茨城県  

黄  翌成  灘高等学校  ３年生  兵庫県  

小島  将吾  明星高等学校  ３年生  大阪府  

小関  万喜  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  石川県  

後藤  優太  早稲田実業学校高等部  ３年生  東京都  

小林  悠大  大阪星光学院中学校  ３年生  大阪府  

斉木  崇希  山梨学院高等学校  １年生  山梨県  

佐藤  耀大  
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校  
附属中学校  

２年生  神奈川県  

嶌根  亮  栄東高等学校  ３年生  埼玉県  

島本  翔平  大阪府立北野高等学校  ３年生  大阪府  

清水  優吾  宮崎県立宮崎西高等学校  ３年生  宮崎県  

菅沼  佳祐  埼玉県立川越高等学校  ３年生  埼玉県  

杉本  慎之助  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  岡山県  

清谷  友博  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  石川県  
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高居  玲奈  渋谷教育学園幕張高等学校  １年生  千葉県  

高相  歌秀  早稲田高等学校  ２年生  東京都  

竹市  悠真  灘高等学校  １年生  兵庫県  

立野  貴章  大阪府立北野高等学校  ３年生  大阪府  

田中  志歩  桜蔭高等学校  ２年生  東京都  

田中  優希  灘高等学校  １年生  兵庫県  

田中  勇吾  埼玉県立浦和高等学校  ３年生  埼玉県  

田中  友翔  京都府立洛北高等学校  ３年生  京都府  

煙岡  英樹  西大和学園高等学校  １年生  奈良県  

田谷  武陽  埼玉県立所沢北高等学校  ３年生  埼玉県  

中條  創太  徳島市立高等学校  ３年生  徳島県  

辻村  昌幸  灘高等学校  ２年生  兵庫県  

土居  寛市  東大寺学園高等学校  ２年生  奈良県  

童  予昕  芝高等学校  ３年生  東京都  

德田  陽向  京都府立洛北高等学校  ３年生  京都府  

中島  綾香  桜蔭高等学校  １年生  東京都  

中谷  快  広島市立基町高等学校  ３年生  広島県  

中谷  捷悟  大阪星光学院高等学校  ３年生  大阪府  

中野  貴仁  愛知県立岡崎北高等学校  ３年生  愛知県  

新野  太一  福島県立安積高等学校  ２年生  福島県  

西尾  朋人  石川県立金沢泉丘高等学校  ３年生  石川県  

西村  春人  滋賀県立膳所高等学校  ２年生  滋賀県  

埜上  照  宮城県仙台二華高等学校  ２年生  宮城県  

橋爪  淳  静岡県立清水東高等学校  ３年生  静岡県  

服部  想惟  福島県立福島高等学校  ２年生  福島県  

濱田  泰成  灘中学校  ２年生  兵庫県  

林  慶一郎  灘高等学校  ２年生  兵庫県  

原島  寛之  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  岡山県  

東野  幹大  大阪府立天王寺高等学校  ２年生  大阪府  

藤谷  恒輝  早稲田高等学校  ２年生  東京都  

何  櫟  茨城県立竹園高等学校  ３年生  茨城県  

缶  皓子  宮城県仙台二華高等学校  ２年生  宮城県  

本澤  龍紀  神奈川県立多摩高等学校  ３年生  神奈川県  

三宅  智史  東海高等学校  ２年生  愛知県  

宮﨑  陽人  大阪星光学院高等学校  ３年生  大阪府  



氏名  学校名  学年  
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宮永  雄史  岡山白陵高等学校  ３年生  岡山県  

三輪  栞太郎  石川県立金沢泉丘高等学校  ２年生  石川県  

妻鹿  涼将  白陵高等学校  既卒生  兵庫県  

孟  那日遜  灘高等学校  ２年生  兵庫県  

森  優成  暁高等学校  ３年生  三重県  

森本  結衣  豊島岡女子学園高等学校  １年生  東京都  

山口  航志郎  浅野高等学校  ２年生  神奈川県  

山﨑  月音  洛南高等学校  １年生  京都府  

山崎  裕佑  栃木県立宇都宮高等学校  ３年生  栃木県  

山下  航弥  大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎  ２年生  大阪府  

山田  倖大  Whitmore School  ２年生  その他  

山田  優斗  武蔵高等学校  １年生  東京都  

山本  匠真  岡山学芸館高等学校  ３年生  岡山県  

山本  裕太  灘高等学校  １年生  兵庫県  

吉田  悠祐  三重県立四日市高等学校  ３年生  三重県  

吉田  悠真  灘高等学校  ３年生  兵庫県  

 
 


