
I‐116 太田 杏奈  Ota Anna    (横浜市立大学  1年)

I‐178 樫村 真  Kashimura Makoto    (神田外語大学  2年) I‐200 矢口 翔大  Yaguchi Shota    (立命館大学  1年)

G‐23 萩原 梢  Hagiwara Kozue    (群馬県立女子大学  3年) G‐116 村田 京介  Murata Kyosuke    (神田外語学院  1年)

小松 晴香  Komatsu Haruka    (群馬県立女子大学  3年) 成田 健太郎  Narita Kentaro    (神田外語学院  1年)

I‐103 小松原 早貴  Komatsubara Saki    (立教大学  2年) G‐73 鳥山 貴生  Toriyama Takao    (高知工科大学  2年)

I‐170 谷川 真季  Tanikawa Maki    (共愛学園前橋国際大学  3年) 高樽 実可子  Takataru Mikako    (高知工科大学  2年)

G‐43 佐藤 寿樹  Sato Toshiki    (国際教養大学  3年) 竹本 圭佑  Takemoto Keisuke    (高知工科大学  2年)

池田 レオン  Ikeda Leon    (国際教養大学  3年) G‐146 ビッシェル 友樹  Bischel Tomoki    (立命館大学  2年)

脇 隼之介  Waki Shunnosuke    (国際教養大学  3年) 大波 武蔵  Onami Musashi    (立命館大学  2年)

日比野 洋也  Hibino Hiroya    (立命館大学  2年)

I‐83 高城 裕  Takagi Yutaka    (慶應義塾大学  2年) G‐94 三澤 光輝  Misawa Koki    (神田外語学院  2年)

I‐107 大森 淳平  Omori Junpei    (立教大学  3年) 水野 奈々  Mizuno Nana    (神田外語学院  2年)

I‐132 馬場 耕太  Baba Kota    (東京大学  3年) 磯野 恵里  Isono Eri    (神田外語学院  2年)

I‐149 室井 香里  Muroi Kaori    (津田塾大学  4年) G‐123 若菜 順平  Wakana Junpei    (神田外語学院  2年)

I‐164 音嶋 大輝  Otojima Daiki    (京都外国語大学  3年) 新山 千菜都  Niiyama Chinatsu    (神田外語学院  2年)

I‐195 沖田 美智子  Okita Michiko    (神田外語学院  2年) 山田 千沙希  Yamada Chisaki    (神田外語学院  2年)

I‐196 鈴木 沙江子  Suzuki Saeko    (神田外語大学  2年) G‐124 豊田 渚  Toyoda Nagisa    (神田外語学院  1年)

I‐201 宮崎 令奈  Miyazaki Reina    (横浜市立大学  4年) 新 優実  Arata Yumi    (神田外語学院  1年)

I‐249 清水 美晴  Shimizu Miharu    (群馬県立女子大学  3年) G‐148 木島 歩  Kijima Ayumi    (山口大学  1年)

I‐265 徳山 儀亮  Tokuyama Yoshiaki    (立教大学  1年) 中尾 瞳  Nakao Hitomi    (山口大学  4年)

G‐49 奥山 好実  Okuyama Konomi    (立命館大学  3年)

宮脇 奈菜  Miyawaki Nana    (京都女子大学  3年) ※同点組が複数あるため、入賞者も含め計25組。

I‐24 林田 孝基  Hayashida Koki    (東洋大学  3年) G‐70 喜多 理子  Kita Riko    (愛知淑徳大学  4年)

I‐31 日向 雅煕  Hinata Ahee    (二松学舎大学  3年) 犬飼 菜江  Inukai Nae    (名古屋大学  3年)

I‐78 ターン 有加里  Tham Yukari    (一橋大学  1年) G‐72 山浦 光花  Yamaura Arika    (東京外国語大学  3年)

I‐82 佐藤 圭  Sato Kei    (横浜市立大学  1年) 作見 紅里  Sakumi Akari    (東京外国語大学  4年)

I‐106 前岡 良汰  Maeoka Ryota    (神戸大学  2年) G‐75 小山 照央  Koyama Teruchika    (東京医科歯科大学  2年)

I‐136 冨永 楓  Tominaga Kaede    (北海道大学  1年) 生坂 圭輔  Ikusaka Keisuke    (東京医科歯科大学  2年)

I‐125 馬場園 奨  Babazono Sho    (北九州市立大学  3年) 八尾 健太  Yao Kenta    (東京医科歯科大学  2年)

I‐142 橋本 たまき  Hashimoto Tamaki    (群馬県立女子大学  2年) G‐81 重田 絵理  Shigeta Eri    (聖心女子大学  3年)

I‐173 月野 剛  Tsukino Go    (福岡大学  4年) 秋山 美紀子  Akiyama Mikiko    (聖心女子大学  3年)

I‐211 越後 茜  Echigo Akane    (神田外語大学  3年) G‐84 大竹 百葉  Otake Momoha    (桜美林大学  2年)

I‐212 ラグマイ メグミ  Lagmay Megumi    (神田外語学院  1年) 杉崎 朱音  Sugisaki Akane    (桜美林大学  2年)

I‐217 綾部 貴仁  Ayabe Takahito    (東京工業大学  2年) G‐99 竹内 亜美  Takeuchi Ami    (崇城大学  2年)

I‐237 小阪 真紀  Kosaka Maki    (早稲田大学  4年) 白石 美嘉  Shiraishi Mika    (崇城大学  2年)

I‐261 立野 勝士  Tateno Masashi    (神田外語学院  1年) G‐122 渡辺 絵里香  Watanabe Erika    (神田外語学院  2年)

G‐24 岩佐 智子  Iwasa Tomoko    (神田外語大学  2年) 小川 華奈  Ogawa Kana    (神田外語学院  2年)

北野 由香  Kitano Yuka    (神田外語大学  4年) 山城 亮  Yamashiro Ryo    (神田外語学院  2年)

笠井 美咲  Kasai Misaki    (神田外語大学  3年) G‐130 土屋 歩  Tsuchiya Ayumi    (神田外語大学  4年)

G‐47 志村 明純  Shimura Asumi    (神田外語大学  4年) 奥田 ひかる  Okuda Hikaru    (神田外語大学  4年)

笠原 綾花  Kasahara Ayaka    (神田外語大学  4年) G‐138 イン ニイナ  Yin Nina    (青山学院  3年)

G‐57 松尾 郁花  Matsuo Ibana    (早稲田大学  4年) 粟野 愛香  Awano Aika    (青山学院  3年)

浅野 健  Asano Ken    (早稲田大学  4年)

G‐69 浅尾 由希  Asao Yuki    (早稲田大学  3年)

朝倉 咲希  Asakura Saki    (早稲田大学  3年)

荒木 未来  Araki Mirai    (早稲田大学  3年)

FINALISTS　ファイナリスト

TOP 20　トップ20

TOP 50　トップ50

BEST INDIVIDUAL/GROUP AWARDS　優秀賞（個人・グループ） IMPRESSIVE INDIVIDUAL/GROUP AWARDS　インプレッシブ賞（個人・グループ）

GRAND PRIZE　最優秀賞

第3回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト　結果発表



I‐5 徐 胤東　　Xu Yin Dong 追手門学院大学 I‐121 菊池慶紀　　Kikuchi Yoshinori 神戸大学 I‐202 中原真結　　Nakahara Mayu 日本大学

I‐6 小澤 正弘　　Ozawa Masahiro 立教大学 I‐125 馬場園　奨　　Babazono Sho 北九州市立大学 I‐205 榊祐介　　Sakaki Yusuke 東京大学大学院

I‐10 服部 景　　Hattori Kei 名古屋大学 I‐126 山下汐莉　　Yamashita Shiori 大阪大学 I‐206 原田有理子　　Harada Yuriko 九州大学

I‐23 森嶌 亜耶　　Morishima Aya 京都外国語大学 I‐128 今田大貴　　Imada Hirotaka 上智大学 I‐211 越後茜　　Echigo Akane 神田外語大学

I‐24 林田 孝基　　Hayashida Koki 東洋大学 I‐132 馬場耕太　　Baba Kota 東京大学 I‐212 ラグマイメグミ　　Lagmay Megumi 神田外語学院

I‐27 岡村 綾乃　　Okamura Ayano 神田外語大学 I‐136 冨永楓　　Tominaga Kaede 北海道大学 I‐217 綾部貴仁　　Ayabe Takahito 東京工業大学

I‐31 日向 雅煕　　Hinata Ahee 二松学舎大学 I‐142 橋本たまき　　Hashimoto Tamaki 群馬県立女子大学 I‐218 倉橋伶奈　　Kurahashi Reina 立教大学

I‐32 藏野 隼二　　Kurano Junji 慶応義塾大学 I‐143 岡地莉奈　　Okachi Rina 慶應義塾大学 I‐224 原ひかる　　Hara Hikaru 東京女子大学

I‐40 井口 優香　　Iguchi Yuka 広島女学院大学 I‐148 生駒知基　　Ikoma Tomoki 東京大学 I‐228 塚﨑浩平　　Tsukazaki  Kohei 東京工業高等専門学校

I‐43 神原 沙耶　　Kambara Saya 津田塾大学 I‐149 室井香里　　Muroi Kaori 津田塾大学 I‐229 堀内翼　　Horiuchi Tsubasa 中央大学

I‐51 瀧下 ひな　　Takishita Hina 群馬県立女子大学 I‐150 上野雄太　　Ueno Yuta 阪南大学 I‐232 田邉優　　Tanabe Yu 横浜市立大学

I‐54 深田 篤　　Fukada Atsushi 横浜国立大学 I‐152 八木赳憲　　Yagi Takenori 愛媛大学 I‐233 堤敦美　　Tsutsumi Ami 福岡女子大学

I‐55 熱田 優香　　Atsuta Yuka 青山学院大学 I‐156 萩原裕未　　Hagiwara Yumi 群馬県立女子大学 I‐234 曲露滴　　Qu Ludi 武蔵野大学

I‐57 若山 修也　　Wakayama Shuya 早稲田大学 I‐159 川口瞳　　Kawaguchi Hitomi 群馬県立女子大学 I‐235 山田桃子　　Yamada Momoko 神田外語大学

I‐58 服部 麻衣　　Hattori Mai 東北大学 I‐161 清水琴音　　Shimizu Kotone 東北大学 I‐237 小阪真紀　　Kosaka Maki 早稲田大学

I‐59 平山 真理　　Hirayama Mari 関西学院大学 I‐162 庭山恵太　　Niwayama Keita 明海大学大学院 I‐238 古谷涼　　Furuya Ryo 山口大学

I‐60 小林 実央　　Kobayashi Mio 静岡大学 I‐164 音嶋大輝　　Otojima Daiki 京都外国語大学 I‐241 サインブヤン オドバヤル　　Sainbuyan Odbayar
I‐63 逸見 愛美　　Hemmi Megumi 名桜大学 I‐165 市川雄大　　Ichikawa Yudai 中央大学 福島大学

I‐66 色川 怜未　　Irokawa Reimi 早稲田大学 I‐167 青木雄太　　Aoki Yuta 東北大学 I‐243 谷口勝城　　Yaguchi Katsuki 横浜市立大学

I‐68 杉本 夏来　　Sugimoto Kara 慶應義塾大学 I‐169 伊藤邦啓　　Ito Kunihiro 龍谷大学 I‐249 清水美晴　　Shimizu Miharu 群馬県立女子大学

I‐69 松田 崇志　　Matsuda Takashi 早稲田大学 I‐170 谷川真季　　Tanikawa Maki 共愛学園前橋国際大学 I‐250 松平彩芳　　Matsudaira Sayaka 杏林大学

I‐74 早川 真理奈　　Hayakawa Marina 慶應義塾大学 I‐173 月野剛　　Tsukino Go 福岡大学 I‐254 小沼武彦　　Konuma Takehiko 神田外語大学

I‐78 ターン 有加里　　Tham Yukari 一橋大学 I‐174 澤田祥大　　Sawada Shota 南山大学 I‐259 赤羽咲紀　　Akahane Saki 獨協大学

I‐81 大森 雅仁　　Omori Masahito 東京大学 I‐175 川邉実沙紀　　Kawabe Misaki 名古屋外国語大学 I‐261 立野勝士　　Tateno Masashi 神田外語学院

I‐82 佐藤 圭　　Sato Kei 横浜市立大学 I‐178 樫村真　　Kashimura Makoto 神田外語大学 I‐262 高橋陸　　Takahashi Riku 関西外国語大学

I‐83 高城 裕　　Takagi Yutaka 慶應義塾大学 I‐180 内海優菜　　Utsumi Yuna 日本女子大学 I‐265 徳山儀亮　　Tokuyama Yoshiaki 立教大学

I‐100 新城 真彦　　Shinjo Masahiko 東京大学 I‐181 竹原繭子　　Takehara Mayuko 筑波大学 I‐266 今村直人　　Imamura Naoto 大阪大学

I‐103 小松原 早貴　　Komatsubara Saki 立教大学 I‐182 杉山優太　　Sugiyama Yuta 立命館大学 I‐275 菱田修寛　　Hishida Nobuhiro 慶應義塾大学

I‐106 前岡 良汰　　Maeoka Ryota 神戸大学 I‐186 砂辺亮　　Sunabe Ryo 沖縄国際大学 I‐276 米澤杏奈　　Yonezawa Anna 獨協大学

I‐107 大森 淳平　　Omori Junpei 立教大学 I‐187 青木剛志　　Aoki Tsuyoshi 琉球大学 I‐277 水間雄太　　Mizuma Yuta 中京大学

I‐111 生月 彩花　　Ikezuki Ayaka 熊本大学 I‐193 山田莉那　　Yamada Rina 国際医療福祉大学 I‐278 西山莉可　　Nishiyama Rika 星薬科大学大学院

I‐113 安田 一平　　Yasuda Ippei 立命館大学 I‐195 沖田美智子　　Okita Michiko 神田外語学院 I‐279 濱本真由美　　Hamamoto Mayumi 熊本大学

I‐115 中尾 理紗子　　Nakao Risako 青山学院大学 I‐196 鈴木沙江子　　Suzuki Saeko 神田外語大学 I‐281 安藤静香　　Ando Shizuka 中京大学

I‐116 太田 杏奈　　Ota Anna 横浜市立大学 I‐198 苅谷友里恵　　Kariya Yurie 滋賀大学 I‐288 加賀美季絵　　Kagami Kie 一橋大学

I‐118 照井 敬生　　Terui Takao 東京大学 I‐200 矢口翔大　　Yaguchi Shota 立命館大学

I‐119 南雲 満友　　Nagumo Mayu 慶應義塾大学 I‐201 宮崎令奈　　Miyazaki Reina 横浜市立大学

G‐6 吉田 綾香　　Yoshida Ayaka 創価大学 G‐57 松尾郁花　　Matsuo Ibana 早稲田大学 G‐99 竹内亜美　　Takeuchi Ami 崇城大学

佐藤 直樹　　Sato Naoki 創価大学 浅野健　　Asano Ken 早稲田大学 白石美嘉　　Shiraishi Mika 崇城大学

G‐10 山道 美咲　　Yamamichi Misaki 西南学院大学 G‐60 海老原香菜　　Ebihara Kana 神田外語大学 G‐100 太田優人　　Ota Yuto 慶應義塾大学

案浦 円佳　　Annoura Madoka 西南学院大学 鈴鹿尚輝　　Suzushika Naoki 神田外語大学 加藤木文奈　　Katogi Ayana 慶應義塾大学

安部 英　　Abe Hana 西南学院大学 柴田桜　　Shibata Sakura 神田外語大学 クドウリヤショフ クリメンティ　　Kudryashov Klimenty
G‐12 佐々木 友也　　Sasaki Tomoya 慶應義塾大学 G‐62 高杉友理　　Takasugi Yuri 文京学院大学 慶應義塾大学

ラフマン アジ　　Rahman Adji 慶應義塾大学 深野啄実　　Fukano Takumi 文京学院大学 G‐101 川綱治加来　　Kawatsuna Chikara 桜美林大学

G‐16 原田 彩夏　　Harada Ayaka 武蔵野大学 石田志穂　　Ishida Shiho 文京学院大学 朱通岬　　Syutsuu Misaki 桜美林大学

安田 理紗子　　Yasuda Risako 武蔵野大学 G‐63 林啓輔　　Hayashi Keisuke 成城大学 白谷勇磨　　Shiratani Yuma 桜美林大学

佐藤 鮎美　　Sato Ayumi 武蔵野大学 飴嶋有香　　Ameshima Yukaru 成城大学 G‐105 西川直哉　　Nishikawa Naoya 関西学院大学

G‐17 上月 葵　　Kozuki Aoi 武蔵野大学 松下真　　Matsushita Shin 成城大学 中島謙太　　Nakajima Kenta 関西学院大学

鎌田 真実　　Kamada Mami 武蔵野大学 G‐65 中嶋七海　　Nakajima Nanami 関西大学 至田翔哉　　Shida Shoya 関西学院大学

小川 真貴　　Ogawa Maki 武蔵野大学 阪本菜摘　　Sakamoto Natsumi 関西大学 G‐107 関口達也　　Sekiguchi Tatsuya 横浜国立大学

G‐18 高見澤 聖斗　　Takamizawa Seito 麗澤大学 森岡志帆　　Morioka Shiho 関西大学 平澤学　　Hirasawa Manabu 横浜国立大学

池田 真紀子　　Ikeda Makiko 麗澤大学 G‐66 片山茜　　Katayama Akane 筑波大学 宇山宏彰　　Uyama Hiroaki 横浜国立大学

斉藤 崇史　　Saito Takashi 麗澤大学 菅原智郁　　Sugawara Tomoka 筑波大学 G‐111 鈴木まい　　Suzuki Mai 桜美林大学

G‐22 西山 椋介　　Nishiyama Ryosuke 同志社大学 浅井瑞穂　　Asai Mizuho 筑波大学 ハウレットエリー　　Howlett Ellie 桜美林大学

寺尾 拓弥　　Terao Takumi 大阪市立大学 G‐67 米本早苗　　Yonemoto Sanae 麗澤大学 G‐115 平賀由利亜　　Hiraga Yuria 慶應義塾大学

G‐23 萩原 梢　　Hagiwara Kozue 群馬県立女子大学 平賀絢子　　Hiraga Ayako 麗澤大学 谷口毅　　Taniguchi Tsuyoshi 慶應義塾大学

小松 晴香　　Komatsu Haruka 群馬県立女子大学 佐々木淑江　　Sasaki Toshie 麗澤大学 石渡結衣　　Ishiwatari Yui 上智大学

G‐24 岩佐 智子　　Tomoko Iwasa 神田外語大学 G‐68 徐元俊　　Seo Wonjun 鳥取大学 G‐116 村田京介　　Murata Kyosuke 神田外語学院

北野 由香　　Kitano Yuka 神田外語大学 梁韵姿　　Liang Lory 鳥取大学 成田健太郎　　Narita Kentaro 神田外語学院

笠井 美咲　　Kasai Misaki 神田外語大学 G‐69 浅尾由希　　Asao Yuki 早稲田大学 G‐117 玉置翔　　Tamaoki Sho 立命館アジア太平洋大学

G‐25 羅門 智明　　Ramon  Tomoaki 東京国際大学 朝倉咲希　　Asakura Saki 早稲田大学 嘉手苅文也　　Kadekaru Fumiya 立命館アジア太平洋大学

金 受進　　Kim Sujin 東京国際大学 荒木未来　　Araki Mirai 早稲田大学 G‐118 石川萌子　　Ishikawa Moeko 国際基督教大学

G‐30 若林 祐次郎　　Wakabayashi Yujiro 慶應義塾大学 G‐70 喜多理子　　Kita Riko 愛知淑徳大学 米田唯　　Yoneda Yui 国際基督教大学

江崎 隆一郎　　Ezaki Ryuichiro 慶應義塾大学 犬飼菜江　　Inukai Nae 名古屋大学 杉政遊大　　Sugimasa Yudai 国際基督教大学

新井 優菜　　Arai Yuna 慶應義塾大学 G‐72 山浦光花　　Yamaura Arika 東京外国語大学 G‐122 渡辺絵里香　　Watanabe Erika 神田外語学院

G‐31 清水 玲　　Shimizu Rei 獨協大学 作見紅里　　Sakumi Akari 東京外国語大学 小川華奈　　Ogawa Kana 神田外語学院

田巻 雄太　　Tamaki Yuta 獨協大学 G‐73 鳥山貴生　　Toriyama Takao 高知工科大学 山城亮　　Yamashiro Ryo 神田外語学院

近江 貴彦　　Oumi Takahiko 獨協大学 高樽実可子　　Takataru Mikako 高知工科大学 G‐123 若菜順平　　Wakana Junpei 神田外語学院

G‐33 前島 優駿　　Maejima Yusyun 日本大学 竹本圭佑　　Takemoto Keisuke 高知工科大学 新山千菜都　　Niiyama Chinatsu 神田外語学院

西須 亮平　　Nishisu Ryohei 日本大学 G‐75 小山照央　　Koyama Teruchika 東京医科歯科大学 山田千沙希　　Yamada Chisaki 神田外語学院

組田 千晴　　Kumita Chiharu 日本大学 生坂圭輔　　Ikusaka Keisuke 東京医科歯科大学 G‐124 豊田渚　　Toyoda Nagisa 神田外語学院

G‐35 木村 仁　　Kimura Jin 大阪大学 八尾健太　　Yao Kenta 東京医科歯科大学 新優実　　Arata Yumi 神田外語学院

金池 綾夏　　Kanaike Ayaka 奈良女子大学 G‐77 磯部俊哉　　Isobe Toshiya 神田外語大学 G‐125 白井和彦　　Shirai Kazuhiko 神田外語学院

G‐37 片山 陽瑚　　Katayama Yoko 神田外語大学 小田晋太郎　　Oda Shintaro 神田外語大学 小泉恵里奈　　Koizumi Erina 神田外語学院

竹縄 春佳　　Takenawa Haruka 神田外語大学 関真友子　　Seki Mayuko 京都外国語大学 G‐127 藤城亨　　Fujishiro Toru 福岡大学

角野 公哉　　Kadono Masaya 神田外語大学 G‐80 松本瑠衣　　Matsumoto Rui 獨協大学 南梨子　　Minami Riko 福岡大学

G‐38 高柳 珠希　　Takayanagi Tamaki 青山学院大学 渡邉アレキサンダー　樹　　Watanabe Alexander Tatsuki G‐128 尾上虹華　　Onoue Nijika 立教大学

篠崎 駿　　Shinozaki Shun 文教大学 獨協大学 石尾桃子　　Ishio Momoko 立教大学

海老澤 麻理　　Ebisawa Mari 津田塾大学 G‐81 重田絵理　　Shigeta Eri 聖心女子大学 G‐130 土屋歩　　Tsuchiya Ayumi 神田外語大学

G‐41 古川 千尋　　Furukawa Chihiro 鹿児島大学 秋山美紀子　　Akiyama Mikiko 聖心女子大学 奥田ひかる　　Okuda Hikaru 神田外語大学

丸山 翔太　　Maruyama Shouta 鹿児島大学 G‐83 友近佑紀　　Tomochika Yuki 明治大学 G‐133 益川直也　　Masukawa Naoya 中京大学

宮本 圭慈　　Miyamoto Keiji 鹿児島大学 小峯翔子　　Komine Shoko 明治大学 河方美咲　　Kawakata Misaki 中京大学

G‐42 細谷 茜里　　Hosoya Akari 神田外語大学 G‐84 徳永敦子　　Tokunaga Atsuko 桜美林大学 G‐135 上田久美子　　Ueda Kumiko 早稲田大学大学院

小林 ジュネード　　Kobayashi Juneed 神田外語大学 大竹百葉　　Otake Momoha 桜美林大学 芹澤麻衣子　　Serizawa Maiko 早稲田大学

小泉 あすか　　Koizumi Asuka 神田外語大学 杉崎朱音　　Sugisaki Akane 桜美林大学 G‐136 波多野麻衣子　　Hatano Maiko 上智大学

G‐43 佐藤 寿樹　　Sato Toshiki 国際教養大学 G‐87 高野奈穂　　Takano Nao 慶應義塾大学 野溝夏那　　Nomizo Kana 上智大学

池田 レオン　　Ikeda Leon 国際教養大学 宮崎志帆　　Miyazaki Shiho 慶應義塾大学 G‐137 尾上舞　　Onoue Mai 関西大学

脇 隼之介　　Waki Shunnosuke 国際教養大学 大和田将吾　　Owada Shogo 慶應義塾大学 徳留光一　　Tokudome Koichi 東北大学

G‐44 菅野 祥平　　Kanno Shohei 同志社大学 G‐88 磯野彩華　　Isono Ayaka 創価大学 上野宏之　　Ueno Hiroyuki 同志社大学

安藤 聖容　　Ando Masahiro 同志社大学 宮川亜衣　　Miyagawa Ai 創価大学 G‐138 インニイナ　　Yin Nina 青山学院大学

G‐45 庄司 玲菜　　Shoji Rena 立命館大学 東出亜衣　　Higashide Ai 創価大学 粟野愛香　　Awano Aika 青山学院大学

松田 真穂　　Matsuda Maho 立命館大学 G‐89 泉優花　　Izumi Yuka 津田塾大学 G‐139 新井崚平　　Arai Ryohei 神田外語大学

加藤 聡奈　　Kato Satona 立命館大学 山岸洋子　　Yamagishi Yoko 津田塾大学 兼子尚実　　Kaneko Naomi 神田外語大学

G‐46 鈴村 優太　　Suzumura Yuta 専修大学 加藤央士　　Kato Hisashi 学習院大学 市川恵　　Ichikawa Megumi 神田外語大学

松村 英明　　Matsumura Hideaki 専修大学 G‐91 牛久潤彦　　Ushiku Mitsuhiko 愛知医科大学 G‐142 加納敬一　　Kanoh Keiichi 慶應義塾大学

G‐47 志村 明純　　Shimura Asumi 神田外語大学 伊藤由希子　　Ito Yukiko 愛知医科大学 千田杏奈　　Senda Anna 慶應義塾大学

笠原 綾花　　Kasahara Ayaka 神田外語大学 筆谷尭　　Fudetani Yo 愛知医科大学 徳嶋悠輔　　Tokushima Yusuke 慶應義塾大学

G‐48 石川 あずさ　　Ishikawa Azusa 杏林大学 G‐92 松本佳連　　Matsumoto Karen 麗澤大学 G‐144 松尾若菜　　Matsuo Wakana 福岡大学

望月 美沙　　Mochizuki Misa 杏林大学 大瀧優樹　　Otaki Yuki 麗澤大学 丸野沙織　　Maruno Saori 福岡大学

山崎 莉奈　　Yamazaki Rina 杏林大学 林田修一　　Hayashida Shuichi 麗澤大学 園田純子　　Sonoda Junko 福岡大学

G‐49 奥山 好実　　Okuyama Konomi 立命館大学 G‐94 三澤光輝　　Misawa Koki 神田外語学院 G‐145 小林隆人　　Kobayashi Takato 成蹊大学

宮脇 奈菜　　Miyawaki Nana 京都女子大学 水野奈々　　Mizuno Nana 神田外語学院 片桐勇希　　Katagiri Yuki 成城大学

G‐50 矢島 実来　　Yajima Miku 神田外語大学 磯野恵里　　Isono Eri 神田外語学院 G‐146 ビッシェル友樹　　Bischel Tomoki 立命館大学

岡林 瑞穂　　Okabayashi Mizuho 神田外語大学 G‐97 安藤英里香　　Ando Erika 中京大学 大波武蔵　　Onami Musashi 立命館大学

村嶋 裕介　　Murashima Yusuke 神田外語大学 牧野綾香　　Makino Ayaka 中京大学 日比野洋也　　Hibino Hiroya 立命館大学

G‐54 荒井 恵理　　Arai Eri 立教大学 渡邉里紗　　Watanabe Risa 中京大学 G‐148 木島歩　　Kijima Ayumi 山口大学

川島 佑太　　Kawashima Yuta 帝京大学 G‐98 甲斐雄大　　Kai Yudai 神田外語大学 中尾瞳　　Nakao Hitomi 山口大学

梅田 春菜　　Umeda Haruna 文教大学 杉山雄太　　Sugiyama Yuta 千葉工業大学

安威健　　Yasui Takeru 千葉工業大学 参加者番号順　敬称略 2014/11/11

1次予選通過者一覧表

第3回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト　結果発表
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