
第１０回全国物理コンテスト　物理チャレンジ２０１４　第２チャレンジ参加者名簿

第２チャレ
ンジ番号

氏　名 性別 学校名 学年 都道府県

001 相澤　侑太 男 秋田県立秋田高等学校 ３年生 秋田県

002 秋元　壮颯 男 筑波大学附属駒場高等学校 １年生 東京都

003 秋山　俊太 男 山梨県立甲府南高等学校 ３年生 山梨県

004 浅沼　遥香 女 愛知県立明和高等学校 ２年生 愛知県

005 新井　崚太 男 埼玉県立川越高等学校 ３年生 埼玉県

006 井谷　友海 男 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

007 稲熊　穂乃里 女 愛知淑徳高等学校 ２年生 愛知県

008 今枝　裕登 男 滝高等学校 ３年生 愛知県

009 岩屋　克尚 男 岐阜県立岐阜高等学校 ２年生 岐阜県

010 上田　桂太郎 男 熊本県立熊本高等学校 既卒生 熊本県

011 上田　朔 男 灘中学校 ３年生 兵庫県

012 上田　友香 女 愛媛県立大洲高等学校 ３年生 愛媛県

013 上野　爽 男 栄光学園高等学校 ２年生 神奈川県

014 宇陀　愼太郎 男 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ３年生 神奈川県

015 太田　英暁 男 長野県松本深志高等学校 ３年生 長野県

016 岡嶋　航太 男 広島学院高等学校 ３年生 広島県

017 小川　夏実 女 横浜雙葉高等学校 ３年生 神奈川県

018 沖中　陽幸 男 広島学院高等学校 ２年生 広島県

019 荻野　正親 男 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

020 奥野　雄登 男 大阪星光学院高等学校 ２年生 大阪府

021 尾田　直人 男 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

022 鍵谷　拓海 男 奈良県立奈良高等学校 ２年生 奈良県

023 梶原　勇希 男 千葉県立千葉高等学校 ２年生 千葉県

024 加集　秀春 男 灘高等学校 ２年生 兵庫県

025 片桐　佳来 男 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

026 金井　凌 男 群馬県立高崎高等学校 ３年生 群馬県

027 川﨑　彬斗 男 洛星高等学校 ２年生 京都府

028 川野　将太郎 男 石川県立金沢泉丘高等学校 ３年生 石川県

029 菅野　颯人 男 茨城県立水戸第一高等学校 ３年生 茨城県

030 木田　祐希 男 京都府立桃山高等学校 ２年生 京都府

031 北濱　駿太 男 岡山県立倉敷天城高等学校 １年生 岡山県

032 權　俊河 男 神戸大学附属中等教育学校住吉校舎 ５年生 兵庫県

033 国吉　秀鷹 男 昭和薬科大学附属高等学校 ３年生 沖縄県

034 黒澤　伶那 女 栃木県立宇都宮女子高等学校 ３年生 栃木県
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035 小泉　慶洋 男 東京都立日比谷高等学校 ３年生 東京都

036 郡山　巧人 男 千葉県立千葉高等学校 ２年生 千葉県

037 小坂　奈月 女 秋田県立秋田高等学校 ３年生 秋田県

038 児玉　涼太 男 三重県立四日市高等学校 ３年生 三重県

039 小塚　友太 男 洛南高等学校 ３年生 京都府

041 坂本　倫太郎 男 岐阜県立関高等学校 ３年生 岐阜県

042 眞田　嵩大 男 福井県立藤島高等学校 ３年生 福井県

043 皿海　孝典 男 白陵高等学校 ３年生 兵庫県

044 篠木　寛鵬 男 灘高等学校 ２年生 兵庫県

045 篠原　良子 女 神奈川県立平塚中等教育学校 ６年生 神奈川県

046 嶋田　侑祐 男 埼玉県立大宮高等学校 ２年生 埼玉県

047 徐　子健 男 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

048 末長　祥一 男 岡山県立倉敷天城高等学校 １年生 岡山県

049 杉浦　康仁 男 開成高等学校 ３年生 東京都

050 鈴木　優樹 男 東大寺学園高等学校 １年生 奈良県

051 髙田　悠史 男 愛知県立明和高等学校 ３年生 愛知県

052 髙羽　悠樹 男 洛星高等学校 １年生 京都府

053 髙橋　拓豊 男 東京都立小石川中等教育学校 ５年生 東京都

054 髙橋　侑也 男 逗子開成高等学校 ２年生 神奈川県

055 田中　直斗 男 北海道札幌南高等学校 １年生 北海道

056 田中　良 男 愛知県立一宮高等学校 ３年生 愛知県

057 寺尾　樹哉 男 帝塚山中学校 ３年生 奈良県

058 寺田　侑史 男 埼玉県立春日部高等学校 ３年生 埼玉県

059 土井　聖明 男 広島学院高等学校 ２年生 広島県

060 鳥取　岳広 男 岡山県立津山高等学校 ３年生 岡山県

061 外山　太郎 男 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 ３年生 宮崎県

062 直川　史寛 男 奈良県立奈良高等学校 ２年生 奈良県

063 中島　優斗 男 三重県立四日市高等学校 ２年生 三重県

064 中西　亮 男 ラ・サール高等学校 ３年生 鹿児島県

065 西田　森彦 男 京都府立洛北高等学校 ３年生 京都府

066 西村　雄飛 男 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

067 丹羽　英人 男 三重県立四日市高等学校 ２年生 三重県

068 貫井　玲音 男 武蔵高等学校 ２年生 東京都

069 沼本　真幸 男 岡山大学教育学部附属中学校 ３年生 岡山県
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070 濱田　一樹 男 灘高等学校 ２年生 兵庫県

071 林　俊介 男 筑波大学附属駒場高等学校 ３年生 東京都

072 林田　健志 男 青雲高等学校 ３年生 長崎県

073 早野　陽紀 男 埼玉県立松山高等学校 ２年生 埼玉県

074 福島　理 男 東大寺学園高等学校 ３年生 奈良県

075 福地　健太郎 男 西南学院高等学校 ３年生 福岡県

076 福山　亮 男 ラ・サール高等学校 ３年生 鹿児島県

077 舟木　秀明 男 須磨学園高等学校 ２年生 兵庫県

078 舩木　笙太 男 鳥取県立倉吉東高等学校 ３年生 鳥取県

079 星野　恵佑 男 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 １年生 神奈川県

080 堀　眞弘 男 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ３年生 神奈川県

081 前田　知輝 男 愛知県立岡崎高等学校 ２年生 愛知県

082 松浦　健悟 男 東京学芸大学附属高等学校 ３年生 東京都

083 松尾　一平 男 樹徳高等学校 ３年生 群馬県

084 松下　峰之 男 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

085 松本　滉平 男 愛媛県立今治西高等学校 ３年生 愛媛県

086 丸山　義輝 男 宮崎県立宮崎西高等学校 ３年生 宮崎県

087 溝口　凱斗 男 宮崎県立都城泉ケ丘高等学校 ２年生 宮崎県

088 三宅　大和 男 岡山県立倉敷天城高等学校 ２年生 岡山県

089 宮崎　稜大 男 宮崎県立都城泉ケ丘高等学校 ２年生 宮崎県

090 村上　泰仁 男 栄光学園高等学校 ２年生 神奈川県

091 八塚　拓都 男 愛媛県立今治西高等学校 ３年生 愛媛県

092 吉田　智治 男 大阪星光学院高等学校 １年生 大阪府

093 吉田　博信 男 大阪星光学院高等学校 ３年生 大阪府

094 余田　拓海 男 灘高等学校 ２年生 兵庫県

095 渡邉　明大 男 東大寺学園中学校 ３年生 奈良県

096 渡邉　伊吹 男 本郷高等学校 ３年生 東京都

097 渡邉　緩也 男 茨城県立土浦第一高等学校 ３年生 茨城県

098 渡邉　ゆう子 女 栃木県立宇都宮女子高等学校 ３年生 栃木県


