
県　名 学　校　名 学科名 受賞者

鳥取県 鳥取県立米子工業高等学校 環境エネルギー科 瀧口　育瑳

岡山県 岡山県立岡山工業高等学校      化学工学科 三原　光

岡山県立東岡山工業高等学校 工業化学科 丹井　凛太朗

岡山県立津山工業高等学校 工業化学科 山本　裕奈

岡山県立水島工業高等学校 工業化学科 矢尾　美智

岡山県立倉敷工業高等学校 工業化学科 稲角　一馬

広島県 広島県立福山工業高等学校 工業化学科 桐島　瑞季

広島県立広島工業高等学校 化学工学科 三𠮷　伽

広島県立宮島工業高等学校 素材システム科 篠﨑　蓮

山口県 山口県立岩国工業高等学校 システム化学科 坂本　菜妃

山口県立下松工業高等学校 化学工業科 引地　遼河

山口県立徳山商工高等学校 環境システム科 山本　新

山口県立南陽工業高等学校   応用化学科 佐古　伊織

山口県立宇部工業高等学校    化学工業科 清水　武人

山口県立小野田工業高等学校 化学工業科 伴　愁人

山口県立下関工科高等学校 応用化学工業科 鈴木　朝陽

徳島県 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 太田　悠貴

香川県 香川県立高松工芸高等学校    工業化学科 宮下　玲郎

香川県立坂出工業高等学校      化学工学科 島崎　竜輔

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 工業化学科 永井　飛向

愛媛県立新居浜工業高等学校 環境化学科 十亀　健琉

愛媛県立今治工業高等学校 環境化学科 鳥生　大輝

〃 繊維デザイン科繊維工学コース 日野　莉音

高知県 高知県立高知工業高等学校 工業化学科 和田　基哉

鳥取県 米子工業高等専門学校       物質工学科 林　来翔

物質工学専攻 山田　知宏

山口県 宇部工業高等専門学校          物質工学科 白川　典輝

物質工学専攻 高嶋　ひかる

徳島県 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科化学コース 浜中　未有

愛媛県 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科 塩崎　里枝

生物応用化学専攻 矢野　和也

高知県 高知工業高等専門学校       物質工学科 島津　栞

物質工学専攻 山脇　直也

徳島文理高等学校 【大賞受賞】　3年　 内藤　成彬

広島学院高等学校 【大賞受賞】　3年　 藤本　達也

広島学院高等学校 【金賞受賞】　2年　 高　潤河

島根県立出雲高等学校 【金賞受賞】　3年　 持田　偉行フィッチ

愛光高等学校 【銀賞受賞】　3年　 阿部　龍

愛光高等学校 【銀賞受賞】　3年　 毛利　優希

岡山大安寺中等教育学校 【銅賞受賞】　5年　 運　愛斗

広島学院高等学校 3年　 石井　隆裕

広島学院高等学校 3年　 井上　侑樹

広島学院高等学校 2年　 高　俊河

英明高等学校 3年　 大西　悠紀雄

高知学芸高等学校 3年　 野村　千咲

山口県立徳山高等学校 2年　 水谷　壮一朗

鳥取県立鳥取西高等学校 2年　 井上　智理

工業高校・高専　：　28校　29学科　専攻4　33名

グランプリ関連支部長賞　：　5校　10名　　　　　奨励賞　：　4校　4名
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県名 大学名 学　　部 学　　科 受賞者

1 鳥取県 鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科（化学系） 松廣　明日香

2 鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科（バイオ系） 長田　実優

3 島根県 島根大学 総合理工学部 物質科学科化学コース 鶴田　茉子

4 島根大学 生物資源科学部 生命工学科 三塚　陽菜

5 岡山県 岡山大学 工学部 化学生命系学科　 井門　良介

6 岡山大学 理学部 化学科 山本　健太

7 岡山大学 環境理工学部 環境物質工学科 藤岡　諒

8 岡山大学 農学部 総合農業科学科 八塚　真悟

9 岡山大学 薬学部 薬学科 傘谷　拓貴

10 岡山理科大学 理学部 化学科 菊永　竜馬

11 岡山理科大学 工学部 バイオ・応用化学科 堀内　大輝

12 広島県 広島大学 理学部 化学科 吉田　真也

13 広島大学 工学部 応用化学講座 井口　景太郎

14 広島大学 工学部 化学工学プログラム　 浅井　蒼平

15 広島大学 教育学部 自然系コース 利根　大河

16 近畿大学 工学部 化学生命工学科 長尾　実乃里

17 福山大学 生命工学部 生命栄養科学科　 村上　萌

18 山口県 山口大学 理学部 生物・化学科　 伊藤　由奈

19 山口大学 工学部 応用化学科 松本　淳希

20 山口大学 工学部 循環環境工学科 国居　明生

21 山口大学 農学部　　 生物機能科学科　 板谷　佑亮

22 山口大学 教育学部
学校教育教員養成課程教科教育コー
ス理科教育選修

高橋　宏輔

23 山口東京理科大学 工学部 応用化学科 野田　拓

24 徳島県 徳島大学 理工学部 理工学科応用化学システムコース 芝崎　佑磨

25 徳島大学 理工学部 理工学科応用理数コース（自然科学系） 大路　健仁　

26 徳島大学 生物資源産業学部 生物資源産業学科応用生命コース 中川　千明

27 香川県 香川大学 教育学部 学校教育教員養成課程教科教育コース 高山　みなみ

28 香川大学 農学部 応用生物科学科 守時　恵一

29 香川大学 工学部 材料創造工学科 鈴木　千春

30 徳島文理大学 香川薬学部 薬学科 小松　愛

31 愛媛県 愛媛大学 理学部 化学科 鈴木　結衣

32 愛媛大学 工学部 応用化学科　 蔵田　雅典

33 高知県 高知大学 理学部 理学科 居本　拡

34 高知大学 理学部 応用理学科 谷口　涼

35 高知大学 農林海洋科学部 農芸化学科 宮田　真帆

36 高知工科大学　 環境理工学群　 分子デザイン専攻 金重　貴也

合　計  15大学　 36名

令和元年度　大学関係支部長賞受賞者リスト



県名 大学名 大　　学　　院 専攻名 受賞者

1 鳥取県 鳥取大学 持続性社会創生科学研究科 工学専攻　化学バイオコース応用化学分野 山田　茉由季

2 鳥取大学 持続性社会創生科学研究科 工学専攻　化学バイオコース生物応用工学分野 安田　早希

3 島根県 島根大学 自然科学研究科 環境システム科学専攻　物質化学コース 吉松　修平

4 島根大学 自然科学研究科 農生命科学専攻 渡辺　優太

5 岡山県 岡山大学 自然科学研究科 応用化学専攻 岩知道　和弘

6 岡山大学 ヘルスシステム統合科学研究科 ヘルスシステム統合科学専攻 西山　雄基

7 岡山大学 自然科学研究科 分子科学専攻 松本　優規

8 岡山大学 環境生命科学研究科 資源循環学専攻 山神　将大

9 岡山大学 環境生命科学研究科 生物資源科学専攻 宮川　未来

10 岡山大学 医歯薬学総合研究科 薬学科専攻（前期） 高村　祐太

11 岡山理科大学 理学研究科 化学専攻 沖　朋弘

12 岡山理科大学 工学研究科 応用化学専攻 村合　大輝

13 広島県 広島大学 理学研究科 化学専攻 土屋　直人

14 広島大学 理学研究科 数理分子生命理学専攻 山田　健太郎

15 広島大学 工学研究科 応用化学専攻 田中　英也

16 広島大学 工学研究科 化学工学専攻 上久保　一希

17 広島大学 教育学研究科 教科教育学専攻自然システム教育学専修 小谷　賢紀

18 近畿大学 システム工学研究科 システム工学専攻 沖　勇斗

19 山口県 山口大学 創成科学研究科 地球圏生命物質科学系専攻 東　裕貴

20 山口大学 創成科学研究科 化学系専攻　生命化学コース 梅本　春香

21 山口大学 創成科学研究科 化学系専攻　物質化学コース 上山　祐史

22 山口大学 創成科学研究科 化学系専攻　環境化学・化学工学コース 原田　冴子

23 山口大学 創成科学研究科 農学系専攻　農学コース・生命科学コース 下村　直道

24
山口東京理科大
学

工学研究科 工学専攻 植田　知美

25 徳島県 徳島大学 先端技術科学教育部 物質生命システム工学専攻 谷川　純一

26 徳島大学 総合科学教育部 地域科学専攻 松田　和生

27 香川県 香川大学 農学研究科 応用生物・希少糖科学専攻 梶原　瑞生

28 香川大学 工学研究科 材料創造工学専攻 西村　学章

29 愛媛県 愛媛大学 理工学研究科 環境機能科学専攻 矢野　雄暉

30 愛媛大学 理工学研究科 物質生命工学専攻　　 恒松　翔吾

31 高知県 高知大学 総合人間自然科学研究科 理学専攻 関　仁望

32 高知大学 総合人間自然科学研究科 農学専攻　　 塚本　沙恵香

33 高知大学
土佐さきがけプログラムグリーン
サイエンス人材育成コース

今井　斉志

34 高知工科大学　 工学研究科　 基盤工学専攻 坂本　ひかる

合　計 　 34名

令和元年度　大学関係支部長賞受賞者リスト


