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都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞

北海道 佐々木　千秋 和田精密歯研株式会社　札幌センター 歯科技工 銅賞

北海道 田中　彩李菜 就労継続支援事業所ポラリス 縫製 銅賞

青森県 齊藤　菜緒子 独立行政法人国立病院機構　弘前病院 オフィスアシスタント 銅賞

青森県 風晴　岬 株式会社みちのく銀行 表計算 銅賞

岩手県 林崎　沙也佳 － 写真撮影 努力賞

岩手県 若子内　塁 岩手県立盛岡峰南高等支援学校 木工 銀賞

宮城県 宍戸　彩菜 セコム工業株式会社 製品パッキング 金賞

山形県 荘司　直人 社会福祉法人山形県コロニー協会 ＤＴＰ 銀賞

山形県 向　伸 特定非営利活動法人輝きネットワーク　メディアかがやき 写真撮影 銀賞

茨城県 白石　胡桃 茨城県立水戸高等特別支援学校 喫茶サービス 金賞

茨城県 中村　伺音 茨城県立水戸高等特別支援学校 縫製 銅賞

栃木県 島田　稜 栃木県立足利中央特別支援学校 ビルクリーニング 銅賞

栃木県 山本　勇 株式会社栃木銀行 表計算 銀賞

栃木県 柿木　徹夫 株式会社バンダイナムコウィル　みらいステーション パソコン組立 銀賞

群馬県 西川　美月 群馬県立伊勢崎高等特別支援学校 ビルクリーニング 銀賞

群馬県 龍見　勇斗 群馬県立高崎高等特別支援学校 木工 銅賞

埼玉県 川上　初美 埼玉県フラワー装飾技能士会 フラワーアレンジメント 金賞

埼玉県 大熊　天音 株式会社バンダイナムコウィル オフィスアシスタント 銅賞

埼玉県 藤田　公孝 第一生命チャレンジド株式会社 パソコンデータ入力 銅賞

千葉県 荒山　美夢 エイジスコーポレートサービス株式会社 ネイル施術 金賞

東京都 藤澤　勇慈 公益社団法人全日本洋裁技能協会 洋裁 金賞

東京都 中澤　昇一 和田精密歯研株式会社東京ラボ 歯科技工 金賞

東京都 吉田　勇己 タクミオーデント 歯科技工 銀賞

東京都 手島　拓身 株式会社日立ハイテクサポート データベース 銅賞

東京都 立石　成人 大東コーポレートサービス株式会社 ホームページ 銅賞

東京都 猿子　美那 株式会社日比谷花壇 フラワーアレンジメント 銅賞

東京都 川本　勝之 第一生命チャレンジド株式会社 ビルクリーニング 銅賞

東京都 木村　優基 東京都立港特別支援学校 ビルクリーニング 金賞

東京都 大下　一太郎 株式会社バンダイナムコウィル 製品パッキング 銅賞

東京都 金山　達志 株式会社バンダイナムコウィル 製品パッキング 銀賞

東京都 荒井　剛 SOMPOチャレンジド株式会社 喫茶サービス 努力賞

東京都 荒木　翔 アフラック・ハートフル・サービス株式会社 オフィスアシスタント 銅賞

東京都 上島　一晃 文化シヤッター株式会社 表計算 努力賞

東京都 藤田　雄大 株式会社セールスフォース・ドットコム 表計算 銀賞

東京都 一木　侑子 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 ネイル施術 銅賞

東京都 黒沢　伸子 株式会社ノンストレス ネイル施術 銀賞

東京都 坂角　ゆかり 株式会社JALサンライト ネイル施術 努力賞

東京都 後藤　秀一 株式会社サンキュウ・ウィズ パソコン組立 努力賞

東京都 池田　智隆　 アイフォーコム株式会社 パソコン操作 銅賞

東京都 原　真波 三井金属スタッフサービス株式会社 パソコン操作 銀賞

東京都 金子　龍揮 コニカミノルタウイズユー株式会社 パソコンデータ入力 銀賞

東京都 渡部　雄太 NSWウィズ株式会社 パソコンデータ入力 金賞

神奈川県 阿部　顕士朗 株式会社バンダイナムコウィル ワード・プロセッサ 銅賞

神奈川県 三井田　有華 富士ソフト企画株式会社 ホームページ 銀賞

神奈川県 三上　貴久 株式会社日立ゆうあんどあい ビルクリーニング 努力賞

神奈川県 三宅　勝己 富士ソフト企画株式会社 パソコン組立 銅賞

新潟県 石黑　知頼 UTハートフル株式会社 パソコン操作 努力賞

富山県 堀口　叶多 富山県立富山高等支援学校 木工 銅賞

静岡県 森島　章文 - ワード・プロセッサ 銅賞

静岡県 兼松　利江 ステップ・ワン就労アカデミー フラワーアレンジメント 銀賞

静岡県 髙橋　麗良 静岡県立あしたか職業訓練校 縫製 銀賞

愛知県 加藤　豪 愛知県立名古屋聾学校 家具 銅賞

愛知県 城間　羽夏 愛知県立名古屋聾学校 家具 努力賞

愛知県 坪井　雅也 愛知県立名古屋聾学校 家具 銅賞

愛知県 天野　寛隆 愛知玉野情報システム株式会社 建築ＣＡＤ 銀賞

愛知県 吉田　圭佑 株式会社デンソー　西尾製作所 電子機器組立 金賞

愛知県 大北　康平 専門学校日本聴能言語福祉学院 義肢 銀賞

愛知県 山本　巧 トヨタループス株式会社 ワード・プロセッサ 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 金賞

愛知県 岡本　工 トヨタループス株式会社 製品パッキング 銅賞

愛知県 鈴木　崇大 株式会社デンソーブラッサム オフィスアシスタント 銀賞

愛知県 都築　弘 － 写真撮影 銅賞

三重県 伊東　惇 株式会社デンソー　大安製作所 電子機器組立 銀賞

三重県 中谷　翠 百五管理サービス株式会社 オフィスアシスタント 銀賞

滋賀県 小山　せなみ パナソニックアソシエイツ滋賀株式会社 電子機器組立 努力賞

滋賀県 佐野　亮 パナソニックアソシエイツ滋賀株式会社 表計算 銅賞

京都府 中井　一貴 京都府立丹波支援学校 ビルクリーニング 銀賞

大阪府 南　大介 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション ＤＴＰ 銅賞

大阪府 大川　公佳 国立大学法人大阪大学 ワード・プロセッサ 金賞

大阪府 玉垣　よりね - 喫茶サービス 銅賞

第４１回全国障害者技能競技大会入賞者一覧（都道府県別）

　　　(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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大阪府 井内　利奈 豊中市役所 パソコン操作 金賞

兵庫県 小西　美咲 日本パーソネルセンター株式会社 喫茶サービス 銅賞

奈良県 富岡　翔 奈良県立高等養護学校 ビルクリーニング 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

鳥取県 山本　愛斗 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 製品パッキング 銅賞

岡山県 二宮　和哉 株式会社旭化成アビリティ　水島営業所 機械ＣＡＤ 銅賞

岡山県 松山　雄樹 パナソニック吉備株式会社 電子機器組立 銅賞

広島県 髙松　智恵 JFEアップル西日本株式会社 ワード・プロセッサ 努力賞

広島県 前田　初博 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ データベース 銀賞

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 銀賞

愛媛県 井門　明日香 株式会社愛媛新聞社 オフィスアシスタント 金賞

高知県 生藤　貴博 就労移行支援事業所　えだは ＤＴＰ 金賞

福岡県 藤井　翔太 サンアクアTOTO株式会社 ＤＴＰ 努力賞

福岡県 楢原　弘明 パーソルネクステージ福岡 ホームページ 銀賞

福岡県 吉井　秀一 サンアクアTOTO株式会社 製品パッキング 銀賞

福岡県 米田　涼子 進和興産株式会社 表計算 金賞

長崎県 石田　雅則 特定非営利活動法人障害者就労支援センター　アビリティ 表計算 銅賞

熊本県 松本　弥生 - 洋裁 銀賞

熊本県 立川　由実子 医療法人弘仁会　熊本総合医療リハビリテーション学院 義肢 銀賞

熊本県 中山　太郎 株式会社ソリッド・ネット コンピュータプログラミング 銀賞

熊本県 原田　大 熊本県商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課 パソコン組立 金賞

熊本県 前田　章江 社会福祉法人熊本菊陽学園 縫製 銅賞

熊本県 松内　宏幸 社会福祉法人アバンセ　多機能型事業所カサ・チコ 木工 銅賞

大分県 葛󠄀城　啓子 一般社団法人服は着る薬 洋裁 銅賞

大分県 那須　明美 一般社団法人服は着る薬 洋裁 努力賞

大分県 高橋　夏姫 社会福祉法人博愛会地域総合支援センター 喫茶サービス 銀賞

宮崎県 炭田　大介 株式会社旭化成アビリティ　延岡営業所 縫製 金賞

鹿児島県 新倉　政亮 鹿児島県立鹿児島聾学校 家具 金賞

鹿児島県 中野　龍之介 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 義肢 銅賞

鹿児島県 荒平　楓 鹿児島県立出水養護学校 写真撮影 金賞

鹿児島県 大塚　弘也 鹿児島県立武岡台養護学校 写真撮影 銀賞

鹿児島県 日高　優翔 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 木工 金賞

沖縄県 上間　真弓 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓ ホームページ 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）。


