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都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞
北海道 嶋　伽月 北海道函館五稜郭支援学校 パソコンデータ入力 金賞

北海道 押切　久浪 社会福祉法人くるみ会　障害者自立支援施設くるみ 喫茶サービス 銀賞

北海道 吉田　哲也 有限会社NAデンタルラボセンター 歯科技工 金賞

青森県 角田　智活 特定非営利活動法人 team. Step by step N-STAGE コンピュータプログラミング 金賞

岩手県 櫻井　勇太郎 岩手県立前沢明峰支援学校 ビルクリーニング 銅賞

岩手県 中村　江里奈 株式会社二戸ファッションセンタ－ 縫製 銅賞

岩手県 伊藤　龍一 岩手県立盛岡峰南高等支援学校 木工 銀賞

山形県 海藤　航貴 社会福祉法人山形県コロニー協会　山形福祉工場 ＤＴＰ 銀賞

山形県 佐藤　梨子 有限会社エプソンスワン ビルクリーニング 努力賞

山形県 高野　叶夢 山形航空電子株式会社 製品パッキング 銅賞

山形県 大江　沙折 多機能型支援センター大けやきの家 縫製 金賞

福島県 佐藤　里南 福島県立大笹生支援学校 ビルクリーニング 銀賞

茨城県 佐藤　翔悟 株式会社日立パワーソリューションズ ワード・プロセッサ 銅賞

栃木県 渡邉　亨 株式会社アサヒ　北関東障害者自立センター 家具 努力賞

栃木県 藍原　直生 河淳株式会社 機械ＣＡＤ 金賞

栃木県 高根沢　務 富士通テレコムネットワークス株式会社　小山工場 電子機器組立 努力賞

栃木県 小川　留乃　 LITALICOワークス　那須塩原 フラワーアレンジメント 金賞

栃木県 石原　由唯 栃木県立今市特別支援学校 製品パッキング 銀賞

栃木県 山口　夏実 栃木県立特別支援学校　宇都宮青葉高等学園 喫茶サービス 銅賞

栃木県 山室　愛菜 栃木県立足利中央特別支援学校 オフィスアシスタント 銀賞

栃木県 山本　勇 株式会社栃木銀行　事務システム部 表計算 銅賞

栃木県 村田　勇樹 栃木県立盲学校 パソコン操作 銅賞
栃木県 八染　まどか 栃木県立盲学校 パソコン操作 努力賞
埼玉県 増田　錬 厚生労働省 パソコンデータ入力 銅賞

埼玉県 川中　周平 国立職業リハビリテーションセンター 表計算 金賞

千葉県 木村　信隆 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 建築ＣＡＤ 金賞

千葉県 中川　直樹 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 歯科技工 銀賞

千葉県 根本　龍馬 千葉県立市原特別支援学校　つるまい風の丘分校 ビルクリーニング 銅賞

東京都 森數　矩生 株式会社ワークスアプリケーションズ ワード・プロセッサ 銅賞

東京都 宮本　彩加 トランスコスモス株式会社 ホームページ 金賞

東京都 山﨑　夏実 株式会社ベネッセビジネスメイト オフィスアシスタント 銅賞

東京都 三川　草平 株式会社博報堂DYアイ・オー パソコン操作 銅賞

東京都 棚橋　健人 株式会社トランスコスモス・アシスト データベース 金賞

神奈川県 齋藤　悠真 神奈川障害者職業能力開発校 機械ＣＡＤ 努力賞

神奈川県 関野　賢志 ふれあい活動ホーム第２あかしあ ワード・プロセッサ 金賞

神奈川県 根本　ちひろ 株式会社ニッパツ・ハーモニー ビルクリーニング 銅賞

新潟県 瀧澤　直生 株式会社三條機械製作所 ワード・プロセッサ 銅賞

新潟県 太田　明 新潟県立新潟盲学校 パソコン操作 金賞

富山県 片山　徹也 株式会社ハニービー　環水公園前事業所 表計算 銅賞

石川県 藤井　学 和田精密歯研株式会社　金沢ラボ 歯科技工 銅賞

山梨県 阪本　祐介 障害福祉サービス　ジリツアカデミー ホームページ 銀賞

長野県 横内　庄一 エプソンミズベ株式会社 電子機器組立 銅賞

長野県 前川　哲志 信州ビバレッジ株式会社 ワード・プロセッサ 努力賞

長野県 笠井　友花 長野養護学校高等部　朝陽教室 フラワーアレンジメント 銅賞

長野県 与曽井　瑞穂 エプソンミズベ株式会社 ビルクリーニング 銀賞

長野県 平林　昌也 エプソンミズベ株式会社 製品パッキング 銀賞

岐阜県 山田　真司 Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ Ａｎｉmo株式会社 表計算 銀賞

静岡県 長田　佳祐 株式会社ノジマ　三島店 パソコンデータ入力 銀賞

静岡県 野沢　郁音 静岡県立あしたか職業訓練校 縫製 銀賞

愛知県 鈴木　万尋 愛知県立名古屋聾学校 洋裁 努力賞

愛知県 宮地　美月 株式会社両口屋是清 家具 銅賞

愛知県 渡辺　謙太 株式会社デンソー　西尾製作所 電子機器組立 銀賞

愛知県 小野田　勝之 トヨタループス株式会社 データベース 銀賞

愛知県 玉腰　千夏 株式会社ジェイアール東海ウェル 喫茶サービス 銀賞

愛知県 鈴木　満美 トヨタループス株式会社 オフィスアシスタント 金賞

愛知県 墨　竜我 愛知県立春日井高等特別支援学校 木工 銅賞

三重県 小倉　怜 株式会社デンソー　大安製作所 電子機器組立 金賞

滋賀県 山口　輝帆 長浜北星高等養護学校 木工 銅賞

滋賀県 新谷　善彦 古河ＡＳ株式会社 データベース 努力賞

京都府 代田　彗 京都市立鳴滝総合支援学校 ビルクリーニング 金賞

大阪府 松田　竜児 交野新聞 パソコン操作 銀賞

大阪府 河合　景太 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション ワード・プロセッサ 銀賞

大阪府 山下　真由 株式会社ＪＲ西日本あいウィル オフィスアシスタント 銅賞

兵庫県 岩脇　正高 株式会社ＪＲ西日本あいウィル ＤＴＰ 銅賞

兵庫県 冨士原　美朋 ワード・プロセッサ 銀賞
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　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。
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兵庫県 中塚　綺音 ＫＫいくせい株式会社　野菜村事業所　
ボヌールヴェール　鈴蘭台 喫茶サービス 銅賞

兵庫県 山本　真司 株式会社ＪＲ西日本あいウィル 表計算 銅賞

奈良県 佐々木　愛実 社会福祉法人ぷろぼの　テクノパークぷろぼの新大宮事業所 喫茶サービス 金賞

奈良県 團孝　明音 奈良県立高等養護学校 ビルクリーニング 銀賞

奈良県 土井　将也 奈良県立盲学校 パソコン操作 銅賞

和歌山県 山下　優香 公立学校共済組合和歌山宿泊所　ホテルアバローム紀の国 喫茶サービス 銅賞

岡山県 菱川　陽介 株式会社旭化成アビリティ　水島営業所 ワード・プロセッサ 銀賞

岡山県 福井　彩 株式会社ベネッセビジネスメイト オフィスアシスタント 銅賞

山口県 柴田　紘志 有限会社リベルタス興産 ＤＴＰ 金賞

山口県 桑原　健輔 ＴＨＫ株式会社　山口工場 製品パッキング 金賞

山口県 岡本　貴志 夢かれん　はぁと作業所 パソコンデータ入力 努力賞

山口県 角　晃一郎 株式会社大坪義肢製作所 義肢 銀賞

香川県 能塚　みのん 香川県立香川東部養護学校 オフィスアシスタント 努力賞

香川県 藤澤　一代 身体障害者福祉センター　コスモス園 フラワーアレンジメント 努力賞

愛媛県 山田　美里 株式会社ふく紗 洋裁 金賞

福岡県 矢野　明雄 化成フロンティアサービス株式会社 データベース 銅賞

福岡県 米田　涼子 進和興産株式会社 表計算 銀賞

熊本県 前田　章江 熊本菊陽学園 縫製 銅賞

熊本県 北里　唯誠 ＮＰＯ法人　栞 製品パッキング 銅賞

鹿児島県 川添　茜 鹿児島県立鹿児島聾学校 洋裁 銀賞

鹿児島県 渡邊　龍輝 鹿児島県立鹿児島聾学校 家具 銀賞

鹿児島県 笠野　加奈子 国立県営鹿児島障害者職業能力開発校 木工 金賞

鹿児島県 日高　潤 有限会社恵義肢製作所 義肢 銅賞

沖縄県 山川　朝教 障がい者ＩＴサポートおきなわ ホームページ 銅賞

沖縄県 山口　未鈴 沖縄高等特別支援学校　中部農林分教室 フラワーアレンジメント 銀賞

沖縄県 照屋　日路奈 喫茶サービス 努力賞

沖縄県 宮里　政也 全保連株式会社 表計算 努力賞

　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。


