
 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

大学・短期大学部門 

【ワード】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 出口 里穂 神奈川大学 

銀賞 川原井 麻美 関東学園大学 

銅賞 加藤 大久 金沢工業大学 

4位 秋山 加菜子 久留米大学 

5位 西野 厚仁 名古屋経済大学 

6位 竹田 亮 佛教大学 

7位 二階堂 葵緒 二松学舎大学 

8位 松野 花子 横浜国立大学 

9位 内海 香 東洋学園大学 

10位 若杉 彩加 関東学園大学 

11位 東 英里子 京都ノートルダム女子大学 

12位 森 彩香 創価女子短期大学 

13位 松岡 知咲 福岡大学 

14位 熊澤 竜矢 愛知産業大学 

15位 藤村 啓人 室蘭工業大学 

16位 永井 豪 明星大学 

17位 中山 尭政 関西学院大学 

18位 金森 千夏 名古屋外国語大学 

19位 白石 愛 奈良大学 

20位 中村 愛 上智大学 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

大学・短期大学部門 

【エクセル】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 辰巳 真広 弘前大学 

銀賞 町村 明日香 慶應義塾大学 

銅賞 福原 綾美 筑波大学 

4位 高木 怜奈 武庫川女子大学 

5位 吉川 都子 帝塚山大学 

6位 石澤 統大 札幌大学 

7位 立花 大地 札幌大学 

8位 伊藤 大介 札幌大学 

9位 市原 優子 跡見学園女子大学 

10位 外崎 愛香梨 札幌大学 

11位 呉浦 翔太 近畿大学 

12位 金森 克允 京都学園大学 

13位 畑澤 雪乃 函館短期大学 

14位 水野 晴香 帝京大学 

15位 上野 有里沙 京都ノートルダム女子大学 

16位 加藤 大久 金沢工業大学 

17位 小嶋 奈津子 敬和学園大学 

18位 城戸 章仁 神戸学院大学 

19位 箱石 貴大 秋田大学 

20位 武藤 優美 お茶の水女子大学 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

大学・短期大学部門 

【パワーポイント】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 宮﨑 翔子 関西大学 

銀賞 三好 健太 茨城大学 

銅賞 石井 絢子 東京農業大学 

4位 塩飽 昌宏 福山大学 

5位 金 一男 近畿大学 

6位 影本 和成 近畿大学 

7位 菊地 絢子 札幌大学 

8位 岸本 梨江 同志社女子大学 

9位 北川 亮 近畿大学 

10位 長澤 正寛 近畿大学 

11位 小田 彩 京都文教大学 

12位 鷲見 紗季 近畿大学 

13位 笹野 友里 佛教大学 

14位 染谷 需 中央大学 

15位 屋宮 崇志 摂南大学 

16位 井上 幸治郎 金沢工業大学 

17位 豆田 有加 帝塚山大学 

18位 丸山 祐花 関東学院大学 

19位 高橋 颯 東京農業大学 

20位 増山 遼 立命館大学 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

専門学校部門 

【ワード】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 坂本 敬志 大原情報ビジネス専門学校 

銀賞 小谷 晃士 大原情報デザインアート専門学校 

銅賞 村上 大貴 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 

4位 有水 結花 新潟ビジネス専門学校 

5位 マクドナルド 弘二 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 

6位 玉置 憲斗 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 

7位 武井 美奈実 大原簿記情報ビジネス医療専門学校 

8位 末吉 加奈 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 

9位 大塚 篤之 日本工学院専門学校 

10位 金子 祐毅 大原簿記情報ビジネス医療専門学校 

11位 藤岡 千晶 水戸電子専門学校 

12位 宮本 順平 大原簿記情報ビジネス医療専門学校 

13位 粕谷 優斗 水戸電子専門学校 

14位 河野 有里 穴吹情報デザイン専門学校 

15位 桑葉 亮佑 トライデントコンピュータ専門学校 

16位 村山 幸二 大原情報ビジネス専門学校 

17位 松浦 貴尚 大原情報デザインアート専門学校 

18位 依田 太一 大原スポーツ公務員専門学校 

19位 壇 飛雄馬 麻生情報ビジネス専門学校 

20位 泉 彩嘉 大原法律公務員専門学校大宮校 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

専門学校部門 

【エクセル】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 工藤 萌乃 日本工学院専門学校 

銀賞 百﨑 麻梨亜 麻生情報ビジネス専門学校 

銅賞 樋口 優輝 専門学校 福岡カレッジ・オブ・ビジネス 

4位 松野 梨菜 穴吹医療福祉専門学校 

5位 柿添 菜々 麻生情報ビジネス専門学校 

6位 木本 真希 穴吹情報デザイン専門学校 

7位 佐藤 栞利 穴吹医療福祉専門学校 

8位 上杉 千沙朱 麻生情報ビジネス専門学校 

9位 福山 香穂 麻生情報ビジネス専門学校 

10位 永田 優悟 船橋情報ビジネス専門学校 

11位 藤本 晟也 麻生情報ビジネス専門学校 

12位 入江 未来 麻生情報ビジネス専門学校 

13位 崎元 明日香 麻生情報ビジネス専門学校 

14位 野口 香愛 麻生情報ビジネス専門学校 

15位 熊谷 恵里香 麻生情報ビジネス専門学校 

16位 桑野 祐季 麻生情報ビジネス専門学校 

17位 福士 朋哉 東北電子専門学校 

18位 立場 銀次 船橋情報ビジネス専門学校 

19位 細川 怜沙 専門学校 福岡カレッジ・オブ・ビジネス 

20位 安江 菜美 駿台電子情報専門学校 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

専門学校部門 

【パワーポイント】 

順位 氏名 学校名 

金賞 和久井 康太 新潟ビジネス専門学校 

銀賞 神﨑 祐一 専門学校メトロ総合ビジネスカレッジ 

銅賞 真木 ひかる 大原テクノデザインアート専門学校 

4位 島田 佳奈 名古屋経営会計専門学校 

5位 樋原 由佳 専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 

6位 福山 香穂 麻生情報ビジネス専門学校 

7位 伊佐地 茉那 名古屋経営会計専門学校 

8位 松井 優莉 大原テクノデザインアート専門学校 

9位 吉崎 元 大原テクノデザインアート専門学校 

10位 櫻井 崇行 大原テクノデザインアート専門学校 

11位 倉本 怜 日本工学院北海道専門学校 

12位 瀨崎 加奈 専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 

13位 島田 悠 麻生情報ビジネス専門学校 

14位 倉島 芙美奈 新潟ビジネス専門学校 

15位 ジース マリサ 名古屋経営会計専門学校 

16位 寺崎 優 麻生情報ビジネス専門学校 

17位 三成 美樹 専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 

18位 中林 涼 専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 

19位 寺田 和江 麻生情報ビジネス専門学校 

20位 壇 飛雄馬 麻生情報ビジネス専門学校 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

高等学校・高等専門学校・高等専修学校部門 

【ワード】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 山田 龍世 柳川高等学校 

銀賞 山路 菜摘 兵庫県立須磨友が丘高等学校 

銅賞 堀内 翔 柳川高等学校 

4位 高口 玲奈 柳川高等学校 

5位 田中 いろは 好文学園女子高等学校 

6位 大久保 美南 柳川高等学校 

7位 橋爪 直光 大阪市立扇町総合高等学校 

8位 中川 恵梨奈 柳川高等学校 

9位 榎本 妃世里 兵庫県立須磨友が丘高等学校 

10位 東山 昌樹 大阪府立今宮高等学校 

11位 松藤 理帆 柳川高等学校 

12位 池田 昂平 高田学苑高田高等学校 

13位 林 真由 兵庫県立明石北高等学校 

14位 羽仁 美幸 岡山県立岡山操山高等学校 

15位 紺谷 夏未 兵庫県立須磨友が丘高等学校 

16位 山口 有希 兵庫県立高砂南高等学校 

17位 宍戸 拓水 日本放送協会学園高等学校 

18位 西村 霞 兵庫県立川西緑台高等学校 

19位 長坂 有里子 南山高等学校女子部 

20位 猪野 春華 兵庫県立有馬高等学校 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

高等学校・高等専門学校・高等専修学校部門 

【エクセル】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 二村 純平 岐阜県立岐山高等学校 

銀賞 平原 菜穂子 宮崎第一高等学校 

銅賞 原田 妃菜乃 柳川高等学校 

4位 小野寺 崇之 東京都立荒川工業高等学校 

5位 塚本 理沙子 玉川学園高等部 

6位 井上 貴絵 玉川学園高等部 

7位 長尾 健太 香川高等専門学校 

8位 荒川 聖悟 佐賀県立佐賀商業高等学校 

9位 大橋 玲花 新潟県立長岡工業高等学校 

10位 糸原 光慶 東京都立荒川工業高等学校 

11位 橋爪 直光 大阪市立扇町総合高等学校 

12位 和田 咲枝 玉川学園高等部 

13位 鹿野 愛華 玉川学園高等部 

14位 山上 真由 長野市立長野高等学校 

15位 加藤 光司 東京都立田柄高等学校 

16位 雨宮 好宏 明石市立明石商業高等学校 

17位 成沢 虹貴 東京都立荒川工業高等学校 

18位 松岡 夕紀子 秋田市立秋田商業高等学校 

19位 喜覚 瞭 愛知県立名南工業高等学校 

20位 金谷 悠生 和歌山県立神島高等学校 

  



 

「MOS世界学生大会 2013」日本大会結果 

 

高等学校・高等専門学校・高等専修学校部門 

【パワーポイント】 

 

順位 氏名 学校名 

金賞 横井 芹奈 香川県立高松南高等学校 

銀賞 黒地 杏奈 好文学園女子高等学校 

銅賞 小宮 茜 柳川高等学校 

4位 田村 将哉 埼玉県立和光国際高等学校 

5位 吉満 夏海 好文学園女子高等学校 

6位 梅﨑 梢 柳川高等学校 

7位 溝田 平 柳川高等学校 

8位 沖 佳織 柳川高等学校 

9位 宮下 未来 好文学園女子高等学校 

10位 熱田 葉月 好文学園女子高等学校 

11位 喜覚 瞭 愛知県立名南工業高等学校 

12位 竹田 弥生 好文学園女子高等学校 

13位 前崎 いづみ 好文学園女子高等学校 

14位 福田 薫 好文学園女子高等学校 

15位 坂本 こころ 好文学園女子高等学校 

16位 内田 優希 好文学園女子高等学校 

17位 吉沢 諒 開志学園高等学校 

18位 馬関 愛 好文学園女子高等学校 

19位 浦田 由紀 好文学園女子高等学校 

20位 上野 颯希 好文学園女子高等学校 

 


