
 
 
 
 

第 15回全国物理コンテスト物理チャレンジ 2019 

全国大会（第２チャレンジ） 
2019年 8月 17日〜20日 東京理科大学 （野田キャンパス） 

 

閉 会 式・表 彰 式 
 

◆ 開会の辞および全体講評 

◆ 国際物理オリンピック 2019 イスラエル大会報告 

◆ 来賓紹介 

◆ 表彰  第１チャレンジ 実験優秀賞 

第２チャレンジ 優良賞 銅賞 銀賞 金賞 

◆ 特別賞表彰 東京エレクトロン賞 

つくば科学万博記念財団理事長賞 

プリファードネットワークス賞 

エリジオン賞 

TDK賞 

物理チャレンジ大賞 

◆ 来賓挨拶  松本 洋一郎 東京理科大学学長 

◆ 国際物理オリンピック 202０ 日本代表選手候補者発表 

◆ 閉会の辞 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

主 催： 特定非営利活動法人 物理オリンピック日本委員会 

共 催： 日本物理学会 応用物理学会 日本物理教育学会 日本生物物理学会 電気学会 

日本機械学会 東京理科大学 大阪大学 東京工科大学 東京大学 柏キャンパス 

つくば科学万博記念財団 加藤山崎教育基金 茨城県教育委員会 科学技術振興機構 

協 賛： ＴＤＫ株式会社 ㈱Preferred Networks  ㈱エリジオン 東京エレクトロン㈱ ㈱Ｚ会 

      ㈱日立ハイテクノロジーズ 富士電機㈱ 三菱電機㈱ 

協 力： シュプリンガー・ジャパン 丸善出版 岩波書店 講談社 ミツトヨ 日本発明振興協会 

後 援： 文部科学省 日本理化学協会 日本電機工業会 

８月２０日（火） 

９：００～１１：４５ 



物理チャレンジ２０１９ 第２チャレンジ参加者 
 

 

 

阿江 伸太朗  笠巻 大陽  千葉 遼太郎  藤川 皓生 

秋吉 翔太  加藤 遼太  辻 圭汰  藤木 恒成 

畔上 功太郎  鎌田 安希子  椿 道智  藤本 源 

天羽 啓  上條 達也  出口 海聖  渕上 由祐 

荒木 大  北川 陽斗  寺町 駿吾  町田 宇弥 

粟野 稜也  木下 晴登  中川 陽哉  松田 公慶 

池上 草玄  桑江 優希  中園 滉一朗  松林 陸 

池田 祐介  桑原 優香  中野 颯  松本 昂征 

池田 侑登  後藤 啓文  中原 祐貴  松本 悠汰 

池田 理玖  小林 愛唯果  成田 翔海  水島 寿希 

石井 想  小渡 望夢  成瀬 秀蔵  光丸 翔 

石倉 千滉  近藤 滉将  難波 至塁  宮田 隼佑 

稲井 雅之  笹木 宏人  西川 晃太  宮原 怜音 

稲垣 慧  佐々木 保昂  野澤 幹太  村本 玲司 

稲田 祐輝  佐藤 雄大  野田 源文  室谷 顕玖 

岩崎 野笑  佐藤 良祐  麦 恒輝  森 理樹 

岩田 龍哉  篠田 健介  濱田 諒大  山田 耀 

上原 佑介  下山 紘平  林 智也  山名 琢翔 

内田 倖太郎  菅沼 斗偲  原田 尚紀  山中 駿 

大久保 里星  須永 祐大  平石 雄大  山本 裕太 

大坪 航  髙瀬 大河  平嶋 佐彩  横尾 颯人 

岡野 修平  鷹左右 恭兵  廣岡 佳樹  吉松 拓也 

沖田 柊馬  瀧藤 晴  廣田 和希   

小野 祐  竹中 健翔  深谷 駿冴   

海原 央翔  竹中 涼  福島 大誠   

角坂 瞭  谷口 裕人  福富 一真  （５０音順） 

 


