
2010 ミドルセレ通過者一覧

ME A エリート 

1. 矢野 貴裕 （東京大学） 

2. 結城 克哉 （東京大学） 

3. 太田 瑛佑 （早稲田大学） 

4. 大木 孝 （東京大学） 

5. 岡本 将志 （早稲田大学） 

6. 齋藤 翔太 （一橋大学） 

7. 長谷 勉 （一橋大学） 

8. 大嶋 拓実 （東京工業大学） 

9. 堀田 遼 （東京大学） 

10. 横井 智哉 （慶応義塾大学） 

11. 中野 雅之 （東京大学） 

12. 谷口 寛彰 （早稲田大学） 

13. 新城 大樹 （東京工業大学） 

14. 福西 佑紀 （東京大学） 

15. 山本 剛史 （東京工業大学） 

16. 矢内 剣 （東京大学） 

17. 池田 純也 （一橋大学） 

18. 田村 晃太郎（東京大学） 

19. 新見 哲也 （早稲田大学） 

20. 鳥居 正 （千葉大学） 

以上 20 名 

 

ME B エリート 

1. 曽原 直也 （東京工業大学） 

2. 丸山 拓 （早稲田大学） 

3. 西名 慧史 （茨城大学） 

4. 千代澤 健右（早稲田大学） 

5. 堀越 和宜 （東京大学） 

6. 岩崎 航 （千葉大学） 

7. 羽野 嵩志 （一橋大学） 

8. 古里 亮太 （東京大学） 

9. 山本 淳史 （東京大学） 

10. 保川 一歩 （東京工業大学） 

11. 燧 暁彦 （東京大学） 

12. 細淵 晃平 （一橋大学） 

13. 木下 新一 （早稲田大学） 

14. 宮崎 大地 （東京工業大学） 

15. 楠 恵輔 （東京工業大学） 

16. 黒田 勇人 （慶応義塾大学） 

17. 久保田 翔 （東京工業大学） 

18. 小石原 暉 （東京大学） 

19. 岩本 拓巳 （横浜市立大学） 

20. 加賀谷 駿 （千葉大学） 

21. 古川 直樹 （一橋大学） 

22. 渡邊 和樹 （千葉大学） 

23. 村越 怜 （日本大学） 

24. 猪股 智 （千葉大学） 

25. 小室 隆之 （横浜国立大学） 

推. 三谷 洋介 （東京大学） 

学. 山崎 純 （東京医科大学） 

学. 萩原 睦人 （筑波大学） 

学. 郡 敏志 （東京農工大学） 

学. 小山 達之 （駿河台大学） 

以上 30 名 

 

WE A エリート 

1. 太田 夏美 （千葉大学） 

2. 芦澤 咲子 （相模女子大学） 

3. 浅川 里佳子（実践女子大学） 

4. 永倉 由美子（立教大学） 

5. 津田 春菜 （千葉大学） 

6. 井上 舞 （東京工業大学） 

7. 小泉 佳織 （津田塾大学） 

以上 7 名 

 



 

WE B エリート 

1. 井戸 美菜 （実践女子大学） 

2. 小栁 優紀 （実践女子大学） 

3. 寺岡 倫子 （獨協大学） 

4. 林 美樹 （十文字学園女子大学） 

5. 渡邉 文子 （実践女子大学） 

6. 田代 祐香里（日本女子大学） 

7. 宮崎 有佳 （日本女子大学） 

8. 勝田 あかね（東京農工大学） 

9. 南枝 美希 （日本女子大学） 

10. 井戸川 祥子（日本女子大学） 

学. 春名 敦子 （お茶の水女子大学） 

学. 柳川 梓 （筑波大学） 

学. 細野 志穂 （茨城大学） 

以上 13 名 

 

免除者 

• 小林 遼 （東京大学）  

• 山上 大智 （東京大学）  

• 高野 美春 （十文字学園女子大学）  

• 星野 智子 （津田塾大学）  

• 田村 蓉子 （東京工業大学）  

以上 5 名 

 


