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第２回全国物理コンテスト「物理チャレンジ 2006」結果 

 

 

岡山県知事賞 （最優秀賞） １名 

性別 学校名 学年 所在地

田中 良樹 タナカ ヨシキ 男 私立麻布高等学校 高校3年 東京都

氏　名 フリガナ

 

 

 

金賞 ６名 

性別 学校名 学年 所在地

青木 和哉 アオキ カズヤ 男 私立甲陽学院高等学校 高校3年 兵庫県

金光 壮泰 カナミツ マサヒロ 男 岡山県立岡山城東高等学校 高校3年 岡山県

河口 真志 カワグチ マサシ 男 京都府立嵯峨野高等学校 高校3年 京都府

髙倉 理 タカクラ サトル 男 私立灘高等学校 高校2年 兵庫県

田中 良樹 タナカ ヨシキ 男 私立麻布高等学校 高校3年 東京都

村下 湧音 ムラシタ ユウト 男 私立灘高等学校 高校1年 兵庫県

氏　名 フリガナ

 

 

 

銀賞 １３名 

性別 学校名 学年 所在地

今井 正樹 イマイ マサキ 男 富山県立高岡高等学校 高校3年 富山県

吉良 遼一 キラ リョウイチ 男 私立池田学園池田高等学校 高校3年 鹿児島県

熊崎 健一 クマザキ ケンイチ 男 私立創価高等学校 高校3年 東京都

酒井 克 サカイ マサル 男 富山県立高岡高等学校 高校3年 富山県

高橋 卓也 タカハシ タクヤ 男 香川県立高松高等学校 高校2年 香川県

寺林 光太郎 テラバヤシ コウタロウ 男 京都市立西京高等学校 高校3年 京都府

西口 大貴 ニシグチ ダイキ 男 私立大阪星光学院高等学校 高校2年 大阪府

増田 賢人 マスダ ケント 男 私立麻布高等学校 高校2年 東京都

松原 崇 マツバラ タカシ 男 国立奈良女子大学附属中等教育学校 高校3年 奈良県

森田 悠介 モリタ ユウスケ 男 国立筑波大学附属高等学校 高校2年 東京都

山崎 博義 ヤマサキ ヒロヨシ 男 Wellington College 11年 英国

山本 一希 ヤマモト カズキ 男 私立慶應義塾高等学校 高校3年 神奈川県

渡辺 伯陽 ワタナベ ノリアキ 男 私立洛南高等学校 高校2年 京都府

氏　名 フリガナ

 

 

 

 

続く

 



 

銅賞 １３名 

性別 学校名 学年 所在地

井上 優貴 イノウエ ユウキ 男 私立関西創価高等学校 高校3年 大阪府

小野 すみれ オノ スミレ 女 愛媛県立宇和島高等学校 高校3年 愛媛県

小林 竜也 コバヤシ タツヤ 男 岡山県立岡山朝日高等学校 高校3年 岡山県

曽根本 恵莉 ソネモト エリ 女 北海道立札幌北高等学校 高校3年 北海道

谷内 稜 タニウチ リョウ 男 神奈川県立多摩高等学校 高校2年 神奈川県

谷本 啓 タニモト アキラ 男 岡山県立岡山朝日高等学校 高校2年 岡山県

土井 隆義 ドイ タカヨシ 男 私立広島学院高等学校 高校2年 広島県

中西 泰裕 ナカニシ ヤスヒロ 男 私立聖光学院高等学校 高校2年 神奈川県

西村 明生 ニシムラ アキオ 男 岡山県立岡山芳泉高等学校 高校3年 岡山県

藤井 俊彦 フジイ トシヒコ 男 私立池田学園池田高等学校 高校3年 鹿児島県

松本 暢明 マツモト ノブアキ 男 愛媛県立今治西高等学校 高校3年 愛媛県

山内 隆典 ヤマウチ タカノリ 男 愛媛県立今治西高等学校 高校3年 愛媛県

山川 高志 ヤマカワ タカシ 男 私立麻布高等学校 高校2年 東京都

氏　名 フリガナ

 

 

優良賞 １５名 

性別 学校名 学年 所在地

高 聖淵 コウ セイエン 男 私立慶應義塾高等学校 高校3年 神奈川県

後藤 良介 ゴトウ リョウスケ 男 私立大阪星光学院高等学校 高校2年 大阪府

坂田 晃平 サカタ コウヘイ 男 熊本県立第二高等学校 高校3年 熊本県

佐藤 信 サトウ マコト 男 私立創価高等学校 高校3年 東京都

澤谷 拓登 サワタニ ヒロト 男 石川県立金沢泉丘高等学校 高校3年 石川県

鈴木 悠司 スズキ ユウジ 男 岡山県立高梁高等学校 高校3年 岡山県

高見澤 幸一 タカミザワ コウイチ 男 私立創価高等学校 高校2年 東京都

戸上 亜美 トガミ アミ 女 岡山県立岡山朝日高等学校 高校3年 岡山県

蜂谷 祥之 ハチヤ ヨシユキ 男 岡山県立倉敷青陵高等学校 高校2年 岡山県

兵頭 一茂 ヒョウドウ カズシゲ 男 愛媛県立八幡浜高等学校 高校3年 愛媛県

福本 佳泰 フクモト ヨシヤス 男 国立奈良女子大学附属中等教育学校 高校3年 奈良県

細川 航平 ホソカワ コウヘイ 男 北海道立札幌北高等学校 高校2年 北海道

松尾 直朗 マツオ ナオアキ 男 岡山県立倉敷青陵高等学校 高校3年 岡山県

安川 あかね ヤスカワ アカネ 女 私立桜蔭高等学校 高校2年 東京都

山田 祥太 ヤマダ ショウタ 男 北海道立札幌北高等学校 高校2年 北海道

氏　名 フリガナ

 

 

科学技術振興機構賞 １名 

性別 学校名 学年 所在地

中西 泰裕 ナカニシ ヤスヒロ 男 私立聖光学院高等学校 高校2年 神奈川県

氏　名 フリガナ

 

 

 ※ 以上 氏名 50 音順 

 

 

 

 



 

 

 

物理チャレンジ組織委員会 委員長 北原和夫（国際基督教大学）コメント 

 

今回は、理論・実験とも難しい問題であったが、参加者は果敢に時間一杯挑戦した。結果は伯

仲していたので、銀賞、銅賞は 1名ふやし 13 名とした。また、銅賞には及ばなかったが優れた成

果を挙げた参加者には優良賞を授与することとした。科学技術振興機構賞は期間中参加者の間で

のコミュニケーションに特に寄与した生徒を表彰するものである。 

参加者には期間中の楽しい思い出を持って帰ってもらいたい。 

 

 

以上 

 

 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

 物理チャレンジ組織委員会事務局 

 東京都千代田区北の丸公園２番１号  

 財団法人日本科学技術振興財団内 

 E-Mail：physchal@jsf.or.jp 

 URL:http://www.phys-challenge.jp 

 

 


