
第 12回名証株式投資コンテスト 特別参加賞当選一覧 

※学校名（昇順）・ニックネームで以下発表いたします。 

連番 学校名 ニックネーム 

1 愛知学院大学 みずの 

2 愛知学院大学 ギャラクシー・ルピア 

3 愛知学院大学 やどかり 

4 愛知学院大学 猛虎襲来 

5 愛知学院大学 セキ 

6 愛知学院大学 亜鉛 

7 愛知学院大学 ＨＥｖｅ 

8 愛知学院大学 カイワレ大根 

9 愛知学院大学 ゆうゆう 

10 愛知学院大学 あいやま 

11 愛知学院大学 スシロー名古屋新栄店 

12 愛知県立半田商業高等学校 ぴの 

13 愛知淑徳大学 やまだ 

14 愛知淑徳大学 しおこと 

15 愛知淑徳大学 ｓｈ５１ 

16 一橋大学 はざま 

17 一橋大学 かどの 

18 岐阜大学 ヤクルト最強ハムハム 

19 岐阜大学教育学部附属中学校 不撓不屈 

20 京都華頂大学 おぱる 

21 金城学院大学 あんこ 

22 金城学院大学 もえ 

23 金城学院大学 はるか 

24 金城学院大学 にら 

25 金城学院大学 塩 

26 金城学院大学 なお 

27 金城学院大学 ココ 

28 金城学院大学 なの 

29 金城学院大学 なな 

30 金沢大学 おおくら 

31 慶應義塾大学  

32 守山北中学校 シマ 



連番 学校名 ニックネーム 

33 椙山女学園大学 おまい 

34 椙山女学園大学 ピリクス 

35 椙山女学園大学 ひびこ 

36 椙山女学園大学 1586 

37 椙山女学園大学 ずーみん 

38 静岡産業大学 たかじゅん 

39 千葉工業大学 ＹＵＹＡ．Ｋ 

40 大阪経済大学 ｙｕｋｉｎｏ 

41 大阪経済大学 カズ 

42 大阪経済大学 Ｅａｒｌｇｒｅｙ 

43 大同大学 りきどうさん 

44 東海高校 こげかけ 

45 東京大学 相場歴２秒 

46 東京大学 ２期ニキ 

47 同志社大学 はたけ 

48 同志社大学 ｔｅｎ 

49 同志社大学 九蓮宝燈 

50 南山大学 ゆ～ 

51 南山大学 まこ 

52 半田高校 すず 

53 北陸大学 ゆきち 

54 麻布大学 ドルフィンズ 

55 名古屋学院大学 コマコマ 

56 名古屋学院大学 マッツン 

57 名古屋学院大学 ブリブリマン 

58 名古屋学院大学 よしき 

59 名古屋学院大学 しま 

60 名古屋学院大学 すずき 

61 名古屋学院大学 山田太郎 

62 名古屋学院大学 久我 

63 名古屋学院大学 えびちらない 

64 名古屋学院大学 キンマーニー 

65 名古屋学院大学 リョウジ・デビルーク 

66 名古屋学院大学 牧田萌花 

67 名古屋学院大学 澤山智輝 



連番 学校名 ニックネーム 

68 名古屋学院大学 米田一翔 

69 名古屋学院大学 どらほー！ 

70 名古屋学院大学 西尾 

71 名古屋学院大学 あいうえお 

72 名古屋学院大学 あんり 

73 名古屋学院大学 ｈｕｋａｄａｅｉｍｉ 

74 名古屋学院大学 カナタ 

75 名古屋学院大学 藤井智也 

76 名古屋学院大学 かずき２ 

77 名古屋学院大学 田村保乃 

78 名古屋学院大学 マリンのお宝 

79 名古屋学院大学 ドフラミンゴ 

80 名古屋学院大学 草野球 

81 名古屋学院大学 あずさんさん 

82 名古屋学院大学 りんがーど 

83 名古屋学院大学 ｕｎｎｋｏ 

84 名古屋学院大学 しーちゃん 

85 名古屋学院大学 まーぼー 

86 名古屋学院大学 ｋｏｍａｋｉ 

87 名古屋学院大学 しゅんすけ 

88 名古屋学院大学 ４７５１で溶かし太郎 

89 名古屋学院大学 ハラ 

90 名古屋学院大学 ＦＫ 

91 名古屋学院大学 ＹＵＧ 

92 名古屋学院大学 アイフォン７ 

93 名古屋大学 コンプライアンス 

94 名古屋大学 新田真剣佑 

95 名古屋大学 Ｔｏｍｉ 

96 名古屋大学 フワフワ綿毛 

97 名古屋大学 金鯱キャピタル 

98 名古屋大学 ほーりつべんきょまん 

99 名古屋大学 ゆ 

100 名古屋大学 焼きたてジャパン 

 


