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職種 賞 氏名 所属

牧内　守
柳田　渉太
森　隼人

山﨑　雄大
井上　裕太

本部　龍之介
阿部　智大
今村　映斗
浦崎　太志

仲宗根　博輝
神長　隆宏
山本　純平
中原　伸吾
羽賀　良介
岡田　東虎
三輪　晃平

金賞/厚生労働大臣賞 宮下　圭介 北陸職業能力開発大学校
銀賞 前島　理志 愛知県立豊川工業高等学校
銀賞 加藤　光稀 大分県立工科短期大学校
銅賞 黒川　陽平 北陸職業能力開発大学校
銅賞 宮田　真希 関東職業能力開発大学校

敢闘賞 鈴木　雄大 静岡県立浜松工業高等学校
敢闘賞 渡邉　裕介 熊本県立技術短期大学校
敢闘賞 徳満　拓也 北海道職業能力開発大学校
敢闘賞 森下　侑哉 近畿職業能力開発大学校
敢闘賞 林　千晴 香川県立高等技術学校
敢闘賞 深見　遼 大分県立鶴崎工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 山本　基貴 九州職業能力開発大学校
銀賞 金城　孝斗 沖縄職業能力開発大学校
銀賞 田島　天帆 長崎県立佐世保工業高等学校
銀賞 渡部　陸 秋田県立由利工業高等学校
銅賞 二神　秀治 愛媛県立松山工業高等学校
銅賞 泉　幸希 神奈川県立磯子工業高等学校
銅賞 飯倉　竜太 栃木県立県央産業技術専門校

敢闘賞 髙橋　友和 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科
敢闘賞 住本　謙太 大分県立工科短期大学校
敢闘賞 杉村　謙太 兵庫県立姫路工業高等学校
敢闘賞 福谷　仁哉 福井県立敦賀工業高等学校
敢闘賞 小佐野　泰良 静岡県立沼津技術専門校
敢闘賞 高橋　直也 岩手県立黒沢尻工業高等学校専攻科

金賞/厚生労働大臣賞 田島　向陽 長崎県立島原工業高等学校
銀賞 八田　翔太 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科
銀賞 伊佐　眞之裕 沖縄職業能力開発大学校
銀賞 猪野　兼悟 埼玉県立中央高等技術専門校
銅賞 伊藤　高史 三重県立四日市工業高等学校
銅賞 常廣　規 大分県立工科短期大学校

敢闘賞 塗　和晃 宮城県工業高等学校
敢闘賞 平山　敏己 大分県立鶴崎工業高等学校
敢闘賞 萩原　昇太郎 群馬県立前橋産業技術専門校
敢闘賞 気仙　大介 宮城県気仙沼向洋高等学校
敢闘賞 川上　聖也 熊本県立技術短期大学校
敢闘賞 小屋　孝明 山形県立産業技術短期大学校

金賞/厚生労働大臣賞 渡邊　颯 長野県松本工業高等学校
銀賞 加藤　誠也 岐阜県立岐阜工業高等学校
銅賞 會澤 将洋 茨城県立水戸工業高等学校
銅賞 北本　悠真 愛媛県立松山工業高等学校

敢闘賞 丸山　直輝 近畿職業能力開発大学校
敢闘賞 邊見　美月 東北職業能力開発大学校
敢闘賞 藤本　将徳 兵庫県立小野工業高等学校
敢闘賞 宮﨑　恭寛 大分県立鶴崎工業高等学校
敢闘賞 寒河江　理人 山形県立産業技術短期大学校　庄内校
敢闘賞 植草　佑介 千葉職業能力開発短期大学校

第１０回若年者ものづくり競技大会　入賞者一覧

金賞/厚生労働大臣賞

宮崎県立宮崎工業高等学校

④フライス盤
　【参加選手数；27名】

敢闘賞 栃木県立県央産業技術専門校

敢闘賞

⑤電子回路組立て
　【参加選手数；20名】

②機械製図（CAD）
　【参加選手数；32名】

①メカトロニクス
　【参加選手数；26チーム52名】

岐阜県立大垣工業高等学校

九州職業能力開発大学校

岐阜県立岐阜工業高等学校

敢闘賞

銅賞

③旋盤
　【参加選手数；27名】

銀賞

敢闘賞

敢闘賞

栃木県立県央産業技術専門校

沖縄県立沖縄工業高等学校

大分県立鶴崎工業高等学校
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金賞/厚生労働大臣賞 竹下　航平 佐賀県立佐賀工業高等学校
銀賞 斗沢　宗弦 青森県立十和田工業高等学校
銀賞 田中　裕也 佐賀県立産業技術学院
銀賞 小川　雄大 愛媛県立松山工業高等学校
銅賞 大田　聖也 山口県立下関工業高等学校
銅賞 佐々木　智一 東北職業能力開発大学校
銅賞 佐々木　隼 北海道職業能力開発大学校

敢闘賞 山口　大介 学校法人電子学園 日本電子専門学校
敢闘賞 安藤　鷹宙 日本工業大学駒場高等学校
敢闘賞 川口　楓人 兵庫県立姫路工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 髙﨑　さくら 長崎県立長崎工業高等学校
銀賞 三尾　有希 兵庫県立龍野北高等学校
銀賞 山口　智大 ものつくり大学
銀賞 手島　脩兵 ものつくり大学
銅賞 中村　優太 佐賀県立産業技術学院
銅賞 稲尾　麻子 長崎県立長崎工業高等学校

敢闘賞 木村　萌実 専門学校 中央工学校
敢闘賞 髙木　健太郎 東京都立工芸高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 佐藤　駿 群馬県立前橋工業高等学校
銀賞 兵頭　冬尉 愛媛県立吉田高等学校
銀賞 松嶌　一誠 熊本県立球磨工業高等学校専攻科
銀賞 中村　亮太 岩手県立二戸高等技術専門校
銅賞 赤井　熙重 愛知県立東三河高等技術専門校
銅賞 工藤　力 青森県立弘前高等技術専門校
銅賞 髙野　一也 福井県立武生工業高等学校

敢闘賞 佐藤　育夢 愛知県立佐織工業高等学校
敢闘賞 田中　秋斗 宮城県立大崎高等技術専門校
敢闘賞 伴野　仁彦 愛知県立東三河高等技術専門校
敢闘賞 工藤　瞭 青森県立弘前高等技術専門校
敢闘賞 小野寺　貴也 秋田県立大曲技術専門校
敢闘賞 津田　勇輝 広島県立宮島工業高等学校
敢闘賞 佐々木　文平 秋田県立大曲技術専門校
敢闘賞 川村　栄喜 岩手県立二戸高等技術専門校

金賞/厚生労働大臣賞 佐藤　勇心 長崎県立長崎工業高等学校
銀賞 大槻　翔太 宮城県立仙台高等技術専門校
銀賞 菅原　剛 岩手県立千厩高等技術専門校
銅賞 赤田　晃紀 岡山県立北部高等技術専門校美作校
銅賞 國井　渉吾 東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校
銅賞 大平　涼太 新潟県立上越テクノスクール

金賞/厚生労働大臣賞 服部　愼一郎 四国職業能力開発大学校
銅賞 加納　健次 東海職業能力開発大学校
銅賞 前粟蔵　拓夢 沖縄県立美来工科高等学校

敢闘賞 安郷　香澄 学校法人上野学園 広島コンピュータ専門学校
敢闘賞 船田　裕哉 山形県立産業技術短期大学校
敢闘賞 佐藤　優 東北職業能力開発大学校　青森校
敢闘賞 小野　黎二 岐阜県立大垣工業高等学校
敢闘賞 川崎　喜貴 岩手県立産業技術短期大学校
敢闘賞 浅田　翔太 九州職業能力開発大学校
敢闘賞 仁衡 大輔 栃木県立県央産業技術専門校

金賞/厚生労働大臣賞 太田　小夏 名古屋市立工芸高等学校
銀賞 熊﨑　彩 名古屋市立工芸高等学校
銀賞 白木　瑠音 学校法人電子学園 日本電子専門学校
銅賞 松田　淳司 山形県立産業技術短期大学校
銅賞 金原　真也 総合学園 ヒューマンアカデミー横浜校
銅賞 木村　沙弥香 学校法人電子学園 日本電子専門学校

敢闘賞 荒上　拓哉 学校法人上野学園 広島コンピュータ専門学校
敢闘賞 小原　史成 山形県立産業技術短期大学校

金賞/厚生労働大臣賞 松本　歌奈 学校法人上野学園 広島コンピュータ専門学校
銅賞 玉榮　宏祐樹 沖縄県立美来工科高等学校
銅賞 加藤　弘晃 学校法人山口コア学園 山口コアカレッジ

敢闘賞 飯田　優也 名古屋市立工芸高等学校
金賞/厚生労働大臣賞 関谷　美来 学校法人電子学園 日本電子専門学校

銀賞 佐藤　梨奈 岩手県立産業技術短期大学校
銅賞 加藤　萌乃香 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校

敢闘賞 西岡　優里香 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校
敢闘賞 田鎖　志保 岩手県立産業技術短期大学校
敢闘賞 本橋　愛加 神奈川県立産業技術短期大学校

⑬グラフィックデザイン
　【参加選手数；13名】

⑦木材加工
　【参加選手数；16名】

⑨自動車整備
　【参加選手数；14名】

⑩ＩＴネットワークシステム管理
　【参加選手数；20名】

⑫オフィスソフトウェア・ソリューション
　【参加選手数；13名】

⑥電気工事
　【参加選手数；22名】

⑪ウェブデザイン
　【参加選手数；19名】

⑧建築大工
　【参加選手数；49名】
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水谷　優汰
山上　将広
上村　祐介
柿元　俊也
伊藤　諒介
二宮　竜磨
小川　謹

三浦　慎哉
中谷　尚矢
森重　亮雅
加藤　慧

船橋　大喜
知野見　晃輔
松山　広司

愛知県立岡崎工業高等学校

奈良県立奈良朱雀高等学校

金賞/厚生労働大臣賞

岐阜県立大垣工業高等学校

青森県立弘前工業高等学校

愛知県立刈谷工業高等学校

銀賞

敢闘賞

敢闘賞

⑭ロボットソフト組込み
　　【参加選手数；14チーム28名】

山口県立防府商工高等学校

銅賞

敢闘賞

敢闘賞

奈良県立王寺工業高等学校
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