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物理チャレンジ 2008 第２チャレンジ 結果の概要と表彰 

 

１．第２チャレンジ参加者数 

               １０６名 （第 1 チャレンジ参加申込者数 ７６９名） 

       高校１年生以下   ４名 （ ７３名） 

       高校２年生    ３４名 （３１５名） 

       高校３年生以上  ６８名 （３８１名） 

 

２．配点 

       理論問題 ３００点   実験問題 ２００点   合計 ５００点 

 

３．平均点 

       ２３９．８点 （合計得点における平均点） 

 

４．合計得点分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．第４回全国物理コンテスト 物理チャレンジ 2008 成績優秀者一覧 （氏名 50 音順） 

岡山県知事賞
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地

村下　湧音 むらしたゆうと 男 灘高等学校 高校3年 兵庫県

岡山県議会議長賞
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地

蘆田　祐人 あしだゆうと 男 慶應義塾高等学校 高校2年 神奈川県

金賞（6名）
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地

蘆田　祐人 あしだゆうと 男 慶應義塾高等学校 高校2年 神奈川県
原田　了 はらだあきら 男 埼玉県立川越高等学校 高校3年 埼玉県

松久　勝彦 まつひさかつひこ 男 東海高等学校 高校3年 愛知県
松元　叡一 まつもとえいいち 男 筑波大学附属駒場高等学校 高校3年 東京都
村下　湧音 むらしたゆうと 男 灘高等学校 高校3年 兵庫県
吉田　周平 よしだしゅうへい 男 広島大学附属福山高等学校 高校3年 広島県

 



銀賞（13名）
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地
東　星一 あずませいいち 男 灘高等学校 高校3年 兵庫県

小澤　直也 おざわなおや 男 駒場東邦高等学校 高校2年 東京都
笠井　幸樹 かさいこうき 男 山梨県立甲府南高等学校 高校3年 山梨県
古戝　友規 こざいとものり 男 東京都立日比谷高等学校 高校3年 東京都
高橋　智将 たかはしともまさ 男 茨城県立水戸第一高等学校 高校3年 茨城県
田中　晋太朗 たなかしんたろう 男 石川県立金沢泉丘高等学校 高校3年 石川県
辻　俊輔 つじしゅんすけ 男 大阪星光学院高等学校 高校3年 大阪府
中條　淳博 なかじょうあつひろ 男 東大寺学園高等学校 高校2年 奈良県
中村　飛鳥 なかむらあすか 男 森村学園高等部 高校3年 神奈川県
難波　博之 なんばひろゆき 男 岡山県立岡山朝日高等学校 高校2年 岡山県
福田　真士 ふくだしんじ 男 大阪府立北野高等学校 高校3年 大阪府
安居　岳大 やすいたけお 男 滋賀県立膳所高等学校 高校3年 滋賀県
山田　康明 やまだやすあき 男 愛知県立一宮高等学校 高校3年 愛知県

銅賞（12名）
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地

赤田　真啓 あかだまさひろ 男 東大寺学園高等学校 高校2年 奈良県
池谷　大樹 いけがやひろき 男 創価高等学校 高校3年 東京都
加藤　寛之 かとうひろゆき 男 愛知県立旭丘高等学校 高校3年 愛知県
河本　泰治 かわもとやすはる 男 大阪星光学院高等学校 高校3年 大阪府
鈴木　健一郎 すずきけんいちろう 男 愛知県立一宮高等学校 高校3年 愛知県
田中　大地 たなかたいち 男 岡山県立岡山朝日高等学校 高校3年 岡山県
中谷　元氣 なかたにげんき 男 岡山県立岡山朝日高等学校 高校3年 岡山県
花岡　洋祐 はなおかようすけ 男 岡山県立岡山操山高等学校 高校3年 岡山県
東川　翔 ひがしかわしょう 男 茨城県立水戸第一高等学校 高校2年 茨城県
福島　一憲 ふくしまかずのり 男 群馬県立太田高等学校 高校3年 群馬県
山崎　翔太郎 やまさきしょうたろう 男 宮崎第一中学高等学校 高校3年 宮崎県
横田　猛 よこたたける 男 西南学院高等学校 高校2年 福岡県

優良賞（19名）
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地

安藤　孝志 あんどうたかし 男 愛知県立旭丘高等学校 高校2年 愛知県
伊藤　哲久 いとうあきひさ 男 静岡県立磐田南高等学校 高校3年 静岡県
今井　武晃 いまいたけあき 男 愛媛県立今治西高等学校 高校3年 愛媛県
上原　大和 うえはらひろかず 男 市川学園市川高等学校 高校2年 千葉県
江頭　俊輔 えがしらしゅんすけ 男 石川県立金沢泉丘高等学校 高校3年 石川県
大橋　和也 おおはしかずや 男 愛知県立一宮高等学校 高校3年 愛知県
加藤　千恵 かとうちえ 女 北鎌倉女子学園高等学校 高校3年 神奈川県
加藤　本子 かとうもとこ 女 昭和薬科大学附属高等学校 高校3年 沖縄県
柴山　拓也 しばやまたくや 男 愛知県立旭丘高等学校 高校3年 愛知県
城下　愛門 しろしたあいと 男 茨城県立土浦第一高等学校 高校3年 茨城県
真保　陽一 しんぼよういち 男 愛知県立旭丘高等学校 高校2年 愛知県
関口　智大 せきぐちともひろ 男 群馬県立太田高等学校 高校3年 群馬県
竹村　信一 たけむらしんいち 男 東京都立小石川高等学校 高校3年 東京都
禰寝　崇之 ねしめたかゆき 男 桐蔭学園中等教育学校 高校３年 神奈川県
早瀬　友裕 はやせともひろ 男 宮崎第一中学高等学校 高校3年 宮崎県
福田　隆 ふくだたかし 男 ラ・サール高等学校 高校3年 鹿児島県

福田　将治 ふくだまさはる 男 石川県立金沢泉丘高等学校 高校3年 石川県
藤川　拓真 ふじかわたくま 男 北海道札幌西高等学校 高校3年 北海道
山下　真直 やましたまさなお 男 愛媛県立松山南高等学校 高校3年 愛媛県

委員長特別賞
氏　名 ふりがな 性別 学校名 学年 学校所在地
大森　亮 おおもりたすく 男 灘中学校 中学1年 兵庫県

 

６．各賞における得点 

       金 賞   最高点 ４９０点 

       銀 賞   最高点 ３６２点 

       銅 賞   最高点 ２９２点 

       優良賞   最高点 ２７３点   最低点 ２３９点     以上 


