
第１６回全国物理コンテスト  「物理チャレンジ２０２０」 
 

 

【第２チャレンジ】表彰者  
 

☆エリジオン賞  
理論問題コンテストで最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

辻  圭汰  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  

 
 

☆理研計器賞  
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  
 

楠元  康生  福岡県  久留米大学附設高等学校  ２年生  

 
 

☆つくば科学万博記念財団理事長賞  
女子参加者において最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

桑原  優香  愛知県  南山高等学校・女子部  ３年生  

 
 
 

☆金  賞  

梅川  舜  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

小野  祐  兵庫県  甲陽学院高等学校  ３年生  

北川  陽斗  愛知県  滝高等学校  ３年生  

末松  万宙  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

辻  圭汰  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  

平石  雄大  愛知県  海陽中等教育学校  ６年生  

 
 
 

☆銀  賞  

粟野  稜也  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ２年生  

安部  哲  岐阜県  岐阜県立大垣北高等学校  ３年生  

稲田  祐輝  福岡県  久留米大学附設高等学校  ３年生  

大野  歩実  東京都  筑波大学附属高等学校  ３年生  

大野  浩輝  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

岡野  恵大  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  

楠元  康生  福岡県  久留米大学附設高等学校  ２年生  

桑原  優香  愛知県  南山高等学校・女子部  ３年生  

佐々木  保昂  奈良県  東大寺学園高等学校  ３年生  

出口  海聖  福井県  福井県立藤島高等学校  既卒生  

横倉  淳也  栃木県  栃木県立真岡高等学校  ３年生  

米内山  匠実  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

 
 



☆銅  賞  

阿江  伸太朗  東京都  筑波大学附属高等学校  ３年生  

荒木  大  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

河田  祐輔  岐阜県  岐阜県立岐阜高等学校  ３年生  

黒田  優人  大阪府  大阪府立北野高等学校  ２年生  

佐藤  颯真  兵庫県  灘高等学校  ２年生  

清水  駿喜  岡山県  岡山白陵高等学校  ３年生  

高木  日向子  東京都  
東京大学教育学部附属  

中等教育学校  
既卒生  

髙本  寛生  大阪府  大阪府立天王寺高等学校  ２年生  

中野  雄太  兵庫県  灘高等学校  ３年生  

濱田  諒大  福岡県  久留米大学附設高等学校  ３年生  

林  璃菜子  愛知県  南山高等学校・女子部  ２年生  

水島  寿希  宮崎県  宮崎県立宮崎西高等学校  ３年生  

 
 
 

☆優良賞  

池谷  駿佑  奈良県  西大和学園高等学校  ２年生  

伊藤  陽莉  兵庫県  白陵高等学校  ２年生  

糸永  泰樹  福岡県  久留米大学附設高等学校  ２年生  

岩崎  野笑  兵庫県  神戸女学院高等学部  ２年生  

王  麓翔  千葉県  市川高等学校  ３年生  

大谷  侑也  岡山県  岡山県立岡山操山高等学校  ３年生  

岡野  修平  東京都  本郷高等学校  ３年生  

小川  純平  愛知県  愛知県立明和高等学校  ３年生  

釜口  悠太  東京都  海城高等学校  ２年生  

鎌谷  一生  兵庫県  白陵高等学校  ３年生  

河村  昂幸  岡山県  岡山県立岡山操山高等学校  ２年生  

北村  薫  大阪府  桃山学院高等学校  ３年生  

小松  侑生  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

寺町  駿吾  愛媛県  愛媛県立西条高等学校  ３年生  

中野  颯  三重県  三重県立四日市高等学校  ３年生  

馬場  凱渡  神奈川県  栄光学園高等学校  ３年生  

林  健介  愛媛県  愛光高等学校  ２年生  

廣岡  佳樹  東京都  筑波大学附属駒場高等学校  ３年生  

松本  昂征  大阪府  大阪星光学院高等学校  ３年生  

三宅  智史  愛知県  東海高等学校  １年生  

村山  一央  東京都  東京都立武蔵高等学校  ２年生  

森芳  健司  兵庫県  白陵高等学校  ３年生  

山中  駿  大阪府  大阪府立三国丘高等学校  ３年生  

山本  裕太  兵庫県  灘中学校  ３年生  

渡邊  貴之  東京都  創価高等学校  ３年生  



 

【第１チャレンジ】  

 
☆東京エレクトロン賞  
理論・実験を総合して最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

横倉  淳也  栃木県  栃木県立真岡高等学校  ３年生  

 
 

 
☆ＴＤＫ賞  
実験課題レポートで最優秀の成績を修めたチャレンジャー  
 

大久保  里星  東京都  河合塾 COSMO 東京校  

 
 
 

☆実験優秀賞（ＳＳ）  

江波  駿介  山口県  山口県立宇部高等学校  ３年生  

大久保  里星  東京都  河合塾 COSMO 東京校   

沖潮  廉太朗  福岡県  福岡大学附属大濠高等学校  ２年生  

窪田  煌志  岐阜県  岐阜聖徳学園大学附属中学校  ３年生  
 


