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メダル受賞者一覧 

                              2017年 3月 3日 

金メダル受賞者 

 

                                    
銀メダル受賞者 

 

氏名 学校名 学年

青沼　 惠人 筑波大学附属駒場高等学校 高校１ 年生

内田　 大貴 洛星高等学校 高校２ 年生

賀本　 照大 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

神戸　 悠佑 公文国際学園高等部 高校２ 年生

篠原　 周太郎 京都市立堀川高等学校 高校２ 年生

鈴木　 晨太郎 広島学院高等学校 高校２ 年生

田口　 康之 東京都立武蔵高等学校 高校２ 年生

長岡　 祐生 ラ・ サール高等学校 高校１ 年生

日名子　 晃一 広島大学附属福山高等学校 高校２ 年生

藤尾　 則揮 兵庫県立小野高等学校 高校３ 年生

松野　 大河 筑波大学附属高等学校 高校１ 年生

村松　 周平 早稲田高等学校 高校３ 年生

氏名 学校名 学年

青山　 哲也 東海高等学校 高校２ 年生

伊東　 丈太朗 栃木県立宇都宮高等学校 高校２ 年生

奥田　 章太 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

尾崎　 智紀 群馬県立前橋高等学校 高校２ 年生

長船　 将大 長崎県立長崎西高等学校 高校２ 年生

角野　 裕之 石川県立金沢泉丘高等学校 高校２ 年生

小泉　 泰聖 筑波大学附属駒場中学校 中学校３ 年生

小林　 将大 麻布高等学校 高校２ 年生

佐伯　 洸武 早稲田高等学校 高校２ 年生

桜田　 晃太郎 海陽中等教育学校 中学校３ 年生

佐藤　 光駿 早稲田高等学校 高校１ 年生

鈴木　 脩人 筑波大学附属駒場中学校 中学校２ 年生

諏訪　 隆史 麻布高等学校 高校２ 年生

田方　 朝 栃木県立宇都宮高等学校 高校２ 年生

西山　 峻平 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

野村　 海斗 筑波大学附属駒場高等学校 高校１ 年生

飛田　 祐輔 白陵高等学校 高校１ 年生

平山　 靖敏 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

古木　 智大 石川県立七尾高等学校 高校２ 年生

細井　 星也 滋賀県立彦根東高等学校 高校２ 年生

増永　 裕太 聖光学院高等学校 高校１ 年生



銅メダル受賞者 

 

                （いずれも 50音順） 

氏名 学校名 学年

五十嵐　 悠人 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

石曽根　 実 早稲田高等学校 高校１ 年生

伊藤　 航 北海道札幌北高等学校 高校２ 年生

猪田　 尚希 京都府立洛北高等学校 高校２ 年生

伊吹　 提納 洛星高等学校 高校２ 年生

大熊　 丈士 早稲田高等学校 高校２ 年生

大平　 博斗 埼玉県立春日部高等学校 高校２ 年生

神原　 柚乃 奈良県立奈良高等学校 高校３ 年生

倉田　 樹 海陽中等教育学校 高校１ 年生

古水戸　 直哉 東京都立西高等学校 高校１ 年生

佐々木　 猛 山形県立鶴岡南高等学校 高校２ 年生

塩原　 慧介 松本秀峰中等教育学校 高校２ 年生

菅原　 一花 桜蔭高等学校 高校１ 年生

高野　 雄基 筑波大学附属駒場高等学校 高校２ 年生

高野　 壮稀 茨城県立並木中等教育学校 高校２ 年生

髙橋　 昂汰 福島県立福島高等学校 高校２ 年生

竹下　 周 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

田中　 愛登 広島大学附属福山高等学校 高校２ 年生

西山　 翔登 兵庫県立加古川東高等学校 高校２ 年生

丹羽　 葵 東海高等学校 高校１ 年生

原田　 駿介 神奈川県立湘南高等学校 高校２ 年生

原田　 将大 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

福元　 竜宝 ラ・ サール高等学校 高校２ 年生

前田　 唯眞 島根県立益田高等学校 高校２ 年生

松原　 亘希 広島大学附属福山高等学校 高校２ 年生

松本　 伊織 早稲田高等学校 高校２ 年生

水木　 優之介 筑波大学附属駒場中学校 中学校３ 年生

南　 貴映 福岡大学附属大濠高等学校 高校２ 年生

室留　 裕介 大阪星光学院高等学校 高校２ 年生

我妻　 慶祐 早稲田中学校 中学校３ 年生


