
第３２回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

技能競技種目
ようさい たき　ことよ あなみず　ひろみ

瀧　こと代 穴水　洋美

か　ぐ やまもと　よしのり うえた　だいき さた　だいき

山本　嘉則 植田　大喜 佐田　大樹

よねざわ　つとむ かねこ　りさ しらかわ　あつし

米澤　勉 金子　理沙 白川　敦司

きかい たまよせ　りょう きむら　のぶたか むらの　たいち あべ　じゅん

玉寄　涼 木村　信隆 村野　太一 阿部　潤

けんちく ずけらん　ちょうこう よしだ　さとみ

瑞慶覧　朝幸 吉田　里美

でんし  き   き   くみたて ないとう　みか きぐち　かずや はやし　じゅんこ まつはし　やすたか

内藤　美佳 木口　和哉 林　順子 松橋　康隆

でんし  かいろ  せつぞく おの　まさひろ むかいやま　まさし のむら　ひろし

小野　雅裕 向山　雅士 野村　寛

ぎ　し ばば　すえよし かねこ　ゆきお

馬場　末義 金子　有希夫

大分県

ホンダＲ＆Ｄ太陽株式会社

国立職業リハビリテーションセンター

埼玉県

岡山県

機械ＣＡＤ

アイシン精機株式会社 工機工場

金賞 銀賞 銅賞 努力賞

山梨県洋裁

コトヨ洋服店 大柴縫製

静岡県

家具

相模装備株式会社 長崎県立ろう学校 長崎県立ろう学校

神奈川県 長崎県 長崎県

ＤＴＰ

社会福祉法人ながのコロニー 長野福祉工場 社会福祉法人 広島県肢体障害者連合会 宇品印刷授産場 株式会社旭化成アビリティ水島営業所

長野県 広島県

関東職業能力開発大学校 三浦工業株式会社

愛知県 千葉県 愛媛県

建築ＣＡＤ

南西石油　株式会社 鹿児島障害者職業能力開発校

沖縄県 鹿児島県

電子機器組立

株式会社デンソー 株式会社日立製作所　都市開発システム社 パナソニック電工滋賀株式会社

愛知県 茨城県 滋賀県

電子回路接続

ソニー・太陽株式会社 エプソンミズベ株式会社 社会福祉法人自立奉仕会 茨城福祉工場

大分県 長野県 茨城県

義肢

株式会社中礼義肢製作所 有限会社　木村義肢工作研究所

鹿児島県 神奈川県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞
し  か  ぎこう おだ　しげる なかざわ　しょういち やなぎもと　たすく

小田　茂 中澤　昇一 栁本　佑

さとう　とおる たかだ　あきひと たかはし　えり かどた　ゆういち

佐藤　徹 髙田　暁仁 髙橋　江梨 門田　雄一

やました　こうじ

山下　幸次

きしま　やすし

木島　康志

やお　なおこ しもだ　かずまさ かわさき　あきや しもだ　かずまさ

八百　奈央子 下田　和正 川崎　皓也 下田　和正

やすい　せいいち おがわ　ゆうた

安井　誠一 小川　裕太

はやし　りゅうぞう こまつ　よしひろ いとう　ひろのぶ

林　隆三 小松　善博 伊藤　博重

　　　　　　　　くみたて しみず　しんご じんぼ　やすまさ かつした　てつあき

清水　信吾 神保　康正 勝下　哲明

かじはら　なつき はやさか　みき からさわ　のぶこ

梶原　夏樹 早坂　美紀 柄沢　信子

あさだ　ゆい

麻田　唯

社会福祉法人廣望会 アトリエCoCo

長野県

フラワーアレンジメント

鳥取県立倉吉高等技術専門校

鳥取県

ワード・プロセッサ

社会福祉法人光生会米子ワークホーム

高知県 岡山県

歯科技工

つくば　デンタル・ラボ 和田精密歯研株式会社　東京事業所 有限会社　ケイ・ワークス

千葉県 東京都 神奈川県

ワード・プロセッサ

中部電力株式会社 有限会社銭形企画 キヤノン株式会社 宇都宮事業所

長野県

愛知県 京都府 栃木県

独立行政法人　雇用・能力開発機構新潟センター

新潟県

ワード・プロセッサ

社会福祉法人ながのコロニー 長野福祉工場

データベース

新日本製鐵株式会社 広畑製鐵所 － 株式会社旭化成アビリティ水島営業所

兵庫県

－

高知県

ホームページ

富士ソフト企画株式会社長崎営業所 メディアかがやき 株式会社パナソニックモバイル開発研究所 仙台開発研究所

岐阜県立関特別支援学校

データベース 岐阜県

長崎県 山形県 宮城県

－

長野県

パソコン組立

社会福祉法人 あかね　ワークアイ・ジョブサポート 富士ソフト企画株式会社 東洋製罐株式会社　静岡工場

千葉県 神奈川県 静岡県

フラワーアレンジメント

障害福祉サービス事業所　とまと園 神奈川県立茅ヶ崎養護学校

香川県 神奈川県

鳥取県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

なかやま　たろう たなか　たくや

中山　太郎 田中　卓也

かわばた　たかゆき たなか　ほなみ いのうえ　なおき すずき　ひさよし

川端　貴之 田中　保奈美 井上　直樹 鈴木　久良

こばやし　ゆうた

小林　優太

かわち　たかふみ

河内　隆文

せいひん ふじもと　ゆきひこ なかそね　わたる ふじい　ひろみ

藤本　幸彦 中曽根　渉 藤井　浩美

　　　　　　　　そうさ たにざわ　あきひこ たかき　ゆうこ ばば　こうすけ

谷澤　明彦 髙木　優子 馬場　宏祐

　　　　　　　　そうさ あんどう　ひさし はま　やすひろ

安藤　久志 濵　康寛

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく きど　てるひろ いそたに　ゆいと おおはし　こうた

木戸　健裕 磯谷　唯人 大橋　洸太

ほうせい やすはら　ひろし のせ　ちひろ のだ　なお

安原　浩 野瀬　千央 野田　奈生

長野県

株式会社ビジニナル・サービスセンター

ビルクリーニング

社会福祉法人げんき　はにわの会仲間の家

製品パッキング

ＴＨＫ株式会社山口工場 山武フレンドリー株式会社 社会福祉法人馴鹿　アイセルプ

山口県 神奈川県 愛媛県

宮崎県

コンピュータプログラミング

株式会社　ＡＣＣＥＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ 神奈川障害者職業能力開発校

熊本県 神奈川県

ビルクリーニング

株式会社　シンソウ 株式会社 朝日ビルメンテナンス 株式会社ティー・エス・ケー

神奈川県 福岡県 京都府

パソコン操作

滋賀県立玉川高等学校 国立職業リハビリテーションセンター

滋賀県 埼玉県

ビルクリーニング

新発田ビルサービス株式会社

新潟県

ー

兵庫県

パソコン操作

株式会社旭化成アビリティ水島営業所 ＣＭＬ，ＬＬｃ

岡山県 神奈川県

パソコンデータ入力

山口県立山口総合支援学校 株式会社ベネッセビジネスメイト岡山事業所 株式会社 トランスコスモス・アシスト

山口県 岡山県 東京都

縫製

NPO法人せいらん福祉会ワークハウスせいらん 滋賀県立長浜高等養護学校 愛知県春日台職業訓練校

京都府 滋賀県 愛知県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞
もっこう なかのわたり　ゆう はせがわ　りょう ほし　まなぶ

中野渡　優 長谷川　涼 星　　　学

もっこう だいおう　かずひこ

大王　和彦

きっさ えんどう　りょうた やの　さおり あんどう　りみ いわした　あいこ

遠藤　遼太 矢野　沙織 安藤　里未 岩下　愛子

きっさ わたり　ともえ むらた　ゆかり おか　ゆきこ

渡　智恵 村田　紫 岡  幸子

木工

鹿児島障害者職業能力開発校

鹿児島県

神奈川県

木工

岩手県立盛岡峰南高等支援学校 愛知県春日台職業訓練校 茨城県立北茨城養護学校

岩手県 愛知県 茨城県

喫茶サービス

ホテルセンチュリー21広島 島根県立益田養護学校

喫茶サービス

株式会社シベール 社会福祉法人　竜雲学園　多機能型事業所　ぼだいじゅ 福岡市立特別支援学校 「博多高等学園」

山形県 香川県 福岡県

カフェ＆パン工房さらい

ふれあいヘルシーレストラン あい

広島県 島根県 三重県


