
■工業高等学校の部

受賞者 学　校　名 学科名

横川　東洋 鳥取県立米子工業高等学校 環境エネルギー科

神寶　泰盛 岡山県立岡山工業高等学校      化学工学科

小嵐　みなみ 岡山県立東岡山工業高等学校 工業化学科

白根　一巨 岡山県立津山工業高等学校 工業化学科

中村　龍矢 岡山県立水島工業高等学校 工業化学科

在間　悠徒 岡山県立倉敷工業高等学校 工業化学科

大崎　寛太 広島県立福山工業高等学校 工業化学科

渡邊　眞人 広島県立広島工業高等学校 化学工学科

中川　怜 広島県立宮島工業高等学校 素材システム科

𠮷田　美波 山口県立岩国工業高等学校 システム化学科

神田　樹 山口県立下松工業高等学校 化学工業科

中嶋　颯大 山口県立徳山商工高等学校 環境システム科

岡本　脩矢 山口県立南陽工業高等学校   応用化学科

佐藤　竜翔 山口県立宇部工業高等学校    化学工業科

戸田　大輝 山口県立小野田工業高等学校 化学工業科

山田　俊輔 山口県立下関工科高等学校 応用化学工業科

大塚　惇平 徳島県立徳島科学技術高等学校 総合科学類　環境科学コース

後藤　心次郎 香川県立高松工芸高等学校    工業化学科

日下　勇樹 香川県立坂出工業高等学校      化学工学科

宇高　文都 愛媛県立松山工業高等学校 工業化学科

山本　京弥 愛媛県立新居浜工業高等学校 環境化学科

中村　太郎 愛媛県立今治工業高等学校 環境化学科

橋村　英典 高知県立高知工業高等学校 工業化学科

■工業高等専門学校の部

橋本　真弦 米子工業高等専門学校       物質工学科

前田　結希乃 米子工業高等専門学校       物質工学専攻

田村　理子 宇部工業高等専門学校          物質工学科

藤本　涼輔 宇部工業高等専門学校          物質工学専攻

田中　竜馬 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科化学コース

木村　友哉 阿南工業高等専門学校 総合技術システム工学専攻

真喜　莉奈 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科

植松　大翔 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学専攻

有田　桃衣 高知工業高等専門学校       物質工学科

天久　海希 高知工業高等専門学校       物質工学専攻

■化学グランプリ受賞者

井上　智理 鳥取県立鳥取西高等学校 3年　

関　大哉 高知学芸高等学校 3年　

大谷　侑也 岡山県立岡山操山高等学校 3年　

髙橋　雅史 岡山県立岡山朝日高等学校 1年　※IChO53候補

■化学グランプリ成績優秀者

金久　礼武 高知学芸高等学校 3年　 ※奨励対象者

山田　恭輔 広島学院高等学校 2年　 ※奨励対象者

田端　浩朗 岡山県立岡山朝日高等学校 1年

田口　峻大 広島学院高等学校 1年

八木　俊輔 山口県立徳山高等学校 2年　

大津　和也 高知学芸高等学校 3年

令和2年度支部長賞受賞者



■奨励賞受賞者

三ツ井　健太 新居浜工業高等専門学校 3年

安原　輝 高松市立高松第一高等学校 2年　

宮﨑　成希 島根県立益田高等学校 2年　

美馬　一翔 徳島県立城之内高等学校 2年　

■大学の部

受賞者 大学名 学　　部

古谷　航也 鳥取大学 工学部

瓜島　絢 鳥取大学 工学部

水嶋　大雅 島根大学 総合理工学部

石橋　可菜 島根大学 生物資源科学部

黒木　海都 岡山大学 工学部

山﨑　祐太 岡山大学 理学部

鈴木　亮磨 岡山大学 環境理工学部

國久　智紀 岡山大学 農学部

茨　実穂 岡山大学 薬学部

松原　壮志 岡山理科大学 理学部

松村　峻汰 岡山理科大学 工学部

水谷　友哉 広島大学 理学部

岩﨑　優佳 広島大学 工学部

高橋　由弥 広島大学 工学部

堀田　実杜 広島大学 教育学部

谷川　滉 近畿大学 工学部

大石　真子 福山大学 生命工学部

西川　七海 山口大学 理学部

井原　エリカ 山口大学 工学部

安井　美智 山口大学 工学部

岩切　南美 山口大学 農学部　　

伊豆谷　真吾 山口大学 教育学部

新留　亮也 山口東京理科大学 工学部

神野　真宏 徳島大学 理工学部

峰　広嵩 徳島大学 理工学部

小宮　悠生 徳島大学 生物資源産業学部

田口　愛理 鳴門教育大学 教育学部

結城　千晴 香川大学 農学部

松本　真緒 香川大学 工学部

田中　由佳 徳島文理大学 香川薬学部

森　寛史 愛媛大学 理学部

佐藤　さくら 愛媛大学 工学部

三河　大倫 愛媛大学 農学部

亀山　佑希 高知大学 理工学部

川原　里穂 高知大学 農林海洋科学部

木山　公太 高知工科大学　 環境理工学群　



■大学院の部

受賞者 大学名 大　　学　　院

古川　寛人 鳥取大学 持続性社会創生科学研究科

細川　航輔 鳥取大学 持続性社会創生科学研究科

森本　湧太 島根大学 自然科学研究科

高橋　美穂 島根大学 自然科学研究科

松丸　直睦 岡山大学 自然科学研究科

池本　雄一 岡山大学 自然科学研究科

大野　良悟 岡山大学 環境生命科学研究科

光實　利貴人 岡山大学 環境生命科学研究科

和久　夢 岡山大学 医歯薬学総合研究科

田中　啓介 岡山理科大学 理学研究科

渡部　光 岡山理科大学 工学研究科

眞邉　潤 広島大学 理学研究科

松藤　丈郎 広島大学 統合生命科学研究科

佐々木　綾音 広島大学 工学研究科

登尾　拓史 広島大学 工学研究科

岩崎　春 広島大学 教育学研究科

松本　和也 近畿大学 システム工学研究科

宮崎　雄一郎 山口大学 創成科学研究科

沖村　孝史郎 山口大学 創成科学研究科

森永　明日香 山口大学 創成科学研究科

柴田　雅之 山口大学 創成科学研究科

若林　弘輝 山口大学 創成科学研究科

八尋　康輝 山口大学 創成科学研究科

酒井　智隆 山口東京理科大学 工学研究科

笠井　史也 徳島大学 先端技術科学教育部

榎本　裕貴 徳島大学 総合科学教育部

岡田　美砂 香川大学 農学研究科

坂本　昌弘 香川大学 工学研究科

久保　孝介 香川大学 教育学研究科

木村　祐太 徳島文理大学 工学研究科

吉村　　健 愛媛大学 理工学研究科

米田　聖英 愛媛大学 理工学研究科

白方　陽菜子 愛媛大学 農学研究科

東　慎也 高知大学 総合人間自然科学研究科

阪地　満帆 高知大学 総合人間自然科学研究科

谷口　彩乃 高知工科大学　 工学研究科　


