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競技種目 入賞結果 氏　名 勤務先など 都道府県
洋裁 銅賞 久田　大介 株式会社Asahicho 広島県
洋裁 努力賞 松本　弥生 熊本県
家具 銅賞 石坂　菜々子 愛知県立名古屋聾学校 愛知県
DTP 金賞 長﨑　和志 社会福祉法人ながのコロニー　長野福祉工場 長野県
DTP 銀賞 井門　明日香 株式会社愛媛新聞社 愛媛県
DTP 銅賞 南　大介 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 大阪府
DTP 努力賞 村田　美優 国立職業リハビリテーションセンター 埼玉県
機械CAD 金賞 足立　玄人 愛知県
機械CAD 銀賞 植村　晃 新東工業株式会社 愛知県
機械CAD 努力賞 村野　太一 三浦工業株式会社 愛媛県
建築CAD 銀賞 佐藤　康太郎 東京セキスイハイム株式会社 東京都
建築CAD 銀賞 天野　寛隆 愛知玉野情報システム株式会社 愛知県
建築CAD 銅賞 加賀　啓一 愛知玉野情報システム株式会社 愛知県
電子機器組立 金賞 小林　元気 株式会社デンソー 愛知県
電子機器組立 銀賞 小薗江　まゆみ 株式会社日立ビルシステム 茨城県
電子機器組立 銅賞 西尾　慎一 株式会社デンソートリム 三重県
電子機器組立 努力賞 森峰　かおり パナソニック吉備株式会社 岡山県
義肢 銀賞 大北　康平 専門学校日本聴能言語福祉学院 愛知県
義肢 銅賞 大迫　俊司 国立県営鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県
歯科技工 金賞 吉田　勇己 タクミオーデント 東京都
歯科技工 銀賞 宇都宮　真一 昭和大学歯科病院 東京都
歯科技工 銅賞 勝見　聡 大阪府
ワード・プロセッサ 金賞 安達　芽衣 なんとチャレンジド株式会社 奈良県
ワード・プロセッサ 銀賞 前川　哲志 信州ビバレッジ株式会社 長野県
ワード・プロセッサ 銀賞 武村　俊明 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 大阪府
ワード・プロセッサ 銅賞 山本　巧 トヨタループス株式会社 愛知県
ワード・プロセッサ 銅賞 眞鍋　薫 愛媛県東予地方局 愛媛県
ワード・プロセッサ 努力賞 鈴木　誉 日東ひまわり亀山株式会社 三重県
データベース 金賞 石倉　正史 化成フロンティアサービス株式会社 福岡県
データベース 銀賞 小林　隆誠 中電ウイング株式会社 愛知県
データベース 銅賞 若井　与一 株式会社データセンター 千葉県
ホームページ 銀賞 東條　吉晃 株式会社ウイルハーツ 大阪府
ホームページ 銅賞 高田　麻衣 富士ソフト企画株式会社 神奈川県
フラワーアレンジメント 金賞 藤澤　一代 身体障害者福祉センターコスモス園 香川県
フラワーアレンジメント 銀賞 田中　達也 地域活動支援センターなごみ 新潟県
フラワーアレンジメント 銅賞 草間　陵太 長野養護学校高等部朝陽教室 長野県
フラワーアレンジメント 銅賞 清水　大希 鳥取県立産業人材育成センター　倉吉校 鳥取県
フラワーアレンジメント 努力賞 神田　優花 デンソーテクノ株式会社 愛知県
コンピュータプログラミング 銀賞 田中　卓也 ディー・ティーファインエレクトロニクス株式会社 神奈川県
ビルクリーニング 金賞 壁谷　佳菜 株式会社日立ゆうあんどあい 神奈川県
ビルクリーニング 銀賞 川瀨　栄大 東京都立港特別支援学校 東京都
ビルクリーニング 銀賞 永瀬　まゆ 岐阜県立岐阜清流高等特別支援学校 岐阜県
ビルクリーニング 銅賞 河野　雅也 日東電工ひまわり株式会社 埼玉県
ビルクリーニング 銅賞 池田　航太郎 京都市立鳴滝総合支援学校 京都府
ビルクリーニング 銅賞 重政　遼太朗 株式会社ビークルーエッセ 山口県
ビルクリーニング 努力賞 太田　絵美里 老人デイサービスセンターやまびこ 新潟県
製品パッキング 金賞 日下　幸憲 セコム工業株式会社 宮城県
製品パッキング 銀賞 大下　一太郎 株式会社バンダイナムコウィル 東京都
製品パッキング 銀賞 山本　愛斗 ヤマト運輸株式会社　倉吉営業所 鳥取県
製品パッキング 銅賞 人見　光輝 栃木県立那須特別支援学校 栃木県
製品パッキング 銅賞 匂坂　まどか 中電ウイング株式会社 愛知県

喫茶サービス 金賞 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

和歌山県

喫茶サービス 銀賞 佐々木　由美子 株式会社一歩　カフェアンパス 岩手県
喫茶サービス 銀賞 石倉　安七 第一生命チャレンジド株式会社 埼玉県
喫茶サービス 銅賞 小西　美咲 日本パーソネルセンター株式会社 兵庫県
喫茶サービス 銅賞 永瀬　陽菜 島根県立松江養護学校　乃木校舎 島根県
喫茶サービス 銅賞 高橋　夏姫 社会福祉法人博愛会 大分県
喫茶サービス 努力賞 海野　琉凪 鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校 鹿児島県
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オフィスアシスタント 金賞 西川　陽規 紀陽ビジネスサービス株式会社 和歌山県
オフィスアシスタント 銀賞 福田　彩佳 株式会社旭化成アビリティ　大阪営業所 大阪府
オフィスアシスタント 銀賞 安藤　美紅 株式会社旭化成アビリティ　水島営業所 岡山県
オフィスアシスタント 銅賞 松浦　章太郎 トヨタループス株式会社 愛知県
オフィスアシスタント 銅賞 中谷　翠 百五管理サービス株式会社 三重県
オフィスアシスタント 銅賞 馬淵　丈彦 西鉄ウィルアクト株式会社 福岡県
表計算 金賞 石田　雅則 長崎県
表計算 銀賞 風晴　岬 株式会社みちのく銀行 青森県
表計算 銀賞 山本　勇 株式会社栃木銀行 栃木県
表計算 銀賞 森岡　大晟 第一生命チャレンジド株式会社 大阪府
表計算 銅賞 赤津　慶治 富士ソフト企画株式会社 神奈川県
表計算 銅賞 屋形　彩花 遠州鉄道株式会社 静岡県
表計算 銅賞 山本　真司 株式会社ＪＲ西日本あいウィル 兵庫県
表計算 努力賞 番　亮介 愛知県
ネイル施術 銀賞 坂角　ゆかり 株式会社ＪＡＬサンライト 東京都
ネイル施術 銅賞 一木　侑子 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 東京都
ネイル施術 努力賞 河村　愛未 愛知県
写真撮影 金賞 井門　仁哉 NHK松山放送局 愛媛県
写真撮影 銀賞 大塚　弘也 株式会社エーコープ鹿児島 鹿児島県
写真撮影 銅賞 清水　武志 株式会社舞浜コーポレーション 千葉県
写真撮影 努力賞 木下　淳 岩手県
パソコン組立 金賞 舘野　裕太郎 富士ソフト企画株式会社 神奈川県
パソコン組立 銀賞 柿木　徹夫 レンゴー株式会社小山工場 栃木県
パソコン組立 銅賞 新家　克博 小松市役所 石川県
パソコン操作 金賞 北川　一朗 国立職業リハビリテーションセンター 埼玉県
パソコン操作 銀賞 福士　雅稀 国立大学法人 筑波技術大学 茨城県
パソコン操作 銀賞 岡澤　洋成 栃木県
パソコン操作 努力賞 出村　翼 社会福祉法人小石原福祉会 福岡県
パソコンデータ入力 金賞 城間　大雅 クボタワークス株式会社 大阪府
パソコンデータ入力 銀賞 藤田　公孝 第一生命チャレンジド株式会社 埼玉県
パソコンデータ入力 銀賞 石井　郁光 テクノパークぷろぼの大和八木 奈良県
パソコンデータ入力 銅賞 鈴木　満美 トヨタループス株式会社 愛知県
縫製 銀賞 澤　汐音 茨城県立水戸高等特別支援学校 茨城県
縫製 銅賞 田中　彩李菜 就労継続支援事業所ポラリス 北海道
縫製 努力賞 箱岩　和樹 有限会社オレンジパレット 福島県

木工 金賞 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

熊本県

木工 銀賞 龍見　勇斗 群馬県立高崎高等特別支援学校 群馬県
木工 銀賞 八木　麻奈巳 静岡県立あしたか職業訓練校 静岡県
木工 銀賞 平野　敦 国立県営鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県
木工 銅賞 木戸　心愛 滋賀県
木工 努力賞 福島　大樹 株式会社青木家具製作所 岩手県


