
第８回全国物理コンテスト「物理チャレンジ 2012」  

 

 

【第２チャレンジ】表彰者  
 

☆岡山県知事賞  
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  
 

笠浦 一海  東京都  開成高等学校 ３年  
 
 

☆岡山県議会議長賞  
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  
 

大森  亮  兵庫県  灘高等学校  ２年生  
 
 

☆岡山大学長賞  
女子参加者で最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

川勝 真理  イタリア  
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  
 
 

☆金  賞  

大森  亮  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

岡本  泰平  大阪府  大阪星光学院高等学校  ３年生  

笠浦  一海  東京都  開成高等学校  ３年生  

川畑  幸平  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

田中  駿士  岡山県  岡山県立岡山朝日高等学校  ３年生  

中塚  洋佑  滋賀県  滋賀県立膳所高等学校  ３年生  
 
 

☆銀  賞  

榎  優一  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

江馬  英信  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

落合  宏平  山梨県  山梨県立甲府南高等学校  ３年生  

小林  伸  山梨県  山梨学院大学附属高等学校  ３年生  

佐藤  謙  神奈川県  聖光学院高等学校  ３年生  

澤岡  洋光  大阪府  大阪星光学院高等学校  ２年生  

白井  秀和  大阪府  大阪星光学院高等学校  ２年生  

高谷  謙介  兵庫県  白陵高等学校  ３年生  

髙野  佑磨  東京都  東京学芸大学附属高等学校  ３年生  

高橋  優輔  東京都  立教池袋高等学校  ２年生  

藤原  一暁  大阪府  大阪星光学院高等学校  ３年生  

吉川  成輝  東京都  開成高等学校  ２年生  

 



 

☆銅  賞  

石井  達也  東京都  東京都立日比谷高等学校  ３年生  

上田  研二  京都府  洛南高等学校  ２年生  

上原  英晃  宮崎県  宮崎県立宮崎西高等学校  ３年生  

大平  俊介  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ２年生  

岡本  史也  神奈川県  神奈川県立柏陽高等学校  既卒生  

河村  祐輝  愛媛県  愛媛県立三島高等学校  ３年生  

北原  真一  広島県  広島県立広島国泰寺高等学校  ３年生  

小泉  佳祐  兵庫県  報徳学園高等学校  ３年生  

阪口  洋至  神奈川県  慶應義塾高等学校  ２年生  

真田  兼行  兵庫県  灘高等学校  １年生  

谷口  大輔  神奈川県  栄光学園高等学校  ２年生  

外園  晋夫  神奈川県  聖光学院高等学校  ３年生  
 
 

☆優良賞  

伊藤  尚人  三重県  三重県立四日市高等学校  ３年生  

内野  克哉  大阪府  大阪星光学院高等学校  ２年生  

小野瀬  雅穂  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ２年生  

川勝  真理  イタリア  
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  

桐野  将  東京都  本郷高等学校  ２年生  

児玉  知己  宮崎県  宮崎県立宮崎西高等学校  ２年生  

高荒  大明  東京都  本郷高等学校  ３年生  

包  含  広島県  広島学院高等学校  ３年生  

堤  真人  大阪府  大阪星光学院高等学校  ３年生  

出口  裕佳  神奈川県  桐蔭学園高等学校  ３年生  

寺山  智春  東京都  東京都市大学付属高等学校  ２年生  

永井  瞭  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  

平田  祐登  神奈川県  聖光学院高等学校  ２年生  

廣田  成俊  神奈川県  神奈川県立弥栄高等学校  ３年生  

福島  理  奈良県  東大寺学園高等学校  １年生  

牧野  将吾  愛知県  愛知県立旭丘高等学校  ３年生  

升元  健太郎  東京都  武蔵高等学校  ３年生  

松澤  健裕  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

湯泉  直也  山梨県  山梨県立甲府南高等学校  ３年生  

吉川  康太  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  ３年生  

 

 



【第 1チャレンンジ】  
 
 

☆実験課題レポート優秀賞  

伊知地  直樹  東京都  東京都立小石川中等教育学校  ５年生  

川畑  幸平  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

河村  祐輝  愛媛県  愛媛県立三島高等学校  ３年生  

佐久間  洋司  東京都  東京都立小石川中等教育学校  ４年生  

田邊  実佳  茨城県  茨城県立水戸第二高等学校  ３年生  

出口  裕佳  神奈川県  桐蔭学園高等学校  ３年生  

内藤  寿稀  徳島県  徳島県立脇町高等学校  ３年生  

西村  勇輝  茨城県  江戸川学園取手高等学校  ２年生  

森  泉  東京都  東京都立小石川中等教育学校  ５年生  

吉川  康太  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  ３年生  

 

 

☆実験課題レポート奨励賞  

森川  遥光  京都府  京都市立岩倉南小学校  ６年  

 


