
        

     

2023 年 2 月 13 日 

一般社団法人 情報オリンピック日本委員会 

 

中高生対象・日本一の競技プログラマーを決める大会 

「第 22 回日本情報オリンピック(JOI 2022/2023)」 

2 月５日・12 日に本選をオンラインで実施 成績優秀者を決定 

 

一般社団法人 情報オリンピック日本委員会は、2023 年 2 月 5 日(日)・2 月 12 日(日)に、

「第 22 回日本情報オリンピック(JOI 2022/2023)」本選をオンラインで実施しました。

その結果、金・銀賞を含む成績優秀者、奨励賞成績優秀者を決定しました。 

 

 

第 22 回日本情報オリンピック 

 

「第 22 回日本情報オリンピック(JOI 2022/2023)」には、過去最高となる 2,376 名(内女性 

528 名)の申込があり、1,720 名(内女性 338 名)がオンラインで予選に参加しました。一次予 

選と二次予選を経て、成績上位者ら 169 名(内女性 14 名)が参加した「第 22 回日本情報オリ 

ンピック(JOI 2022/2023)」本選の結果、以下の成績優秀者を決定しました。 

 

【第 22 回日本情報オリンピック 本選 成績優秀者】 

金賞： 田中 優希 (タナカ ユウキ)        灘高等学校 高２ 

銀賞： 太田 克樹 (オオタ カツキ)        筑波大学附属駒場中学校 中３ 

児玉 大樹 (コダマ ダイキ)        灘高等学校 高２ 



銅賞： 該当者無し 

優秀賞：揚妻 慶斗 (アゲツマ ケイト)       筑波大学附属駒場高等学校 高２ 

尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ)     灘高等学校 高１ 

一木 輝 (イチキ ヒカル)         渋谷教育学園幕張高等学校 高２ 

奥田 健太 (オクダ ケンタ)        早稲田高等学校 高２ 

小熊 大翔 (オグマ ハルト)        筑波大学附属駒場中学校 中３ 

筧 敬介 (カケヒ ケイスケ)        筑波大学附属駒場中学校 中２ 

柏木 巧記 (カシワギ コウキ)       筑波大学附属駒場高等学校 高２ 

坂山 航大 (サカヤマ コウダイ)      開成中学校 中３ 

重久 慎太郎 (シゲヒサ シンタロウ)    灘高等学校 高２ 

関口 勇音 (セキグチ イサネ)       筑波大学附属駒場中学校 中３ 

高橋 洋翔 (タカハシ ヒロト)       開成中学校 中３ 

髙橋 陽介 (タカハシ ヨウスケ)      麻布学園麻布高等学校 高１ 

竹内 陽喜 (タケウチ ハルキ)       静岡県立静岡高等学校 高２ 

田原 颯汰 (タハラ ソウタ)        開成高等学校 高１ 

常泉 智誠 (ツネイズミ トモアキ)     開成高等学校 高１ 

西脇 響喜 (ニシワキ ヒビキ)       筑波大学附属駒場高等学校 高２ 

林 涼太郎 (ハヤシ リョウタロウ)     筑波大学附属駒場高等学校 高１ 

舩江 奏多 (フナエ ソウタ)        開成高等学校 高１ 

松井 智生 (マツイ トモキ)        筑波大学附属駒場中学校 中３ 

松葉 大和 (マツバ ヤマト)        武蔵中学校 中３ 

水澤 秀映 (ミズサワ シュウエイ)     芝浦工業大学柏高等学校 高２ 

妻鹿 洸佑 (メガ コウスケ)        筑波大学附属駒場高等学校 高１ 

森田 京志郎 (モリタ キョウシロウ)    開成高等学校 高２ 

諸岡 知樹 (モロオカ トモキ)       筑波大学附属駒場高等学校 高２ 

安田 龍之介 (ヤスダ リュウノスケ)    麻布学園麻布中学校 中３ 

山下 航平 (ヤマシタ コウヘイ)      灘中学校 中２ 

以上 29 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は 2023 年 2 月現在。 

上記、金賞、銀賞、優秀賞の 29 名を本年 3 月に行われる春季トレーニングへの進出者と

します。春季トレーニングでは、8 月 28 日～9 月 4 日ハンガリー・セゲドで開催予定の

「第 35 回国際情報オリンピック(IOI 2023)」の日本代表選手 4 名を選抜します。 

 



【第 22 回日本情報オリンピック 本選奨励賞 成績優秀者】 

全国を 6 つの地区(ブロック)に分けた「ブロック制成績優秀者」(金賞、銀賞は除く)は、

以下 6 名を発表しました。 

 

●北海道・東北 

藤居 星 (フジイ アカリ)         北海道札幌南高等学校 高１ 

●関東 

諸岡 知樹 (モロオカ トモキ)       筑波大学附属駒場高等学校 高２ 

●中部 

竹内 陽喜 (タケウチ ハルキ)       静岡県立静岡高等学校 高２ 

●近畿 

尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ)     灘高等学校 高１ 

●中国・四国 

村上 大知 (ムラカミ ダイチ)       慶進高等学校 高２ 

●九州・沖縄 

原田 隼人 (ハラダ ハヤト)        屋久島おおぞら高等学校 高２ 

学年は 2023 年 2 月現在。 

 

 

 

【日本情報オリンピックとは】 

日本情報オリンピックは、高等学校 2 年に相当する学年以下の生徒・学生が集まり、数理

情報科学の能力を競う智の競技会です。競技では、与えられた課題に対する性能の良いア

ルゴリズムを設計し、さらに、それをプログラムとして適切に実装することが求められま

す。 

日本情報オリンピックの競技は、3 回参加可能な一次予選、二次予選を経て、本選で競い

合った結果、成績優秀者(金賞、銀賞、銅賞、優秀賞)と奨励賞成績優秀者を決定します。

成績優秀者は、春季トレーニングに進出し、その中から毎年開催される「国際情報オリン

ピック」の日本代表選手 4 人が選抜されます。日本情報オリンピックは、「国際情報オリ

ンピック」へ派遣する日本代表選手選考会を兼ねています 

 

 

 



【第 22 回日本情報オリンピック(JOI 2022/2023)日程】 

一次予選    ： (第 1 回) 2022 年 9 月 17 日(土) 14:00～15:20 

          (第 2 回) 2022 年 10 月 16 日(日) 14:00～15:20 

          (第 3 回) 2022 年 11 月 19 日(土) 14:00～15:20 

二次予選    ： 2022 年 12 月 11 日(日) 13:00～16:00 

本選（開会式） ： 2023 年 2 月 5 日(日) 

本選（競技）  ： 2023 年 2 月 12 日(日) 

春季トレーニング： 2023 年 3 月 18 日(土)～3 月 22 日(水) 

実施要領    ： https://www.ioi-jp.org/joi/2022/ 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 

一般社団法人 情報オリンピック日本委員会 事務局 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-10-7 グローリア宮益坂Ⅲ-301 

E-mail：info@ioi-jp.org（なるべくメールでお問合せ下さい） 

TEL： 03-6681-6591 


