
（別 紙）

平成30年8月3日

職種 賞 氏名 所属

青栁　僚真
浦崎　裕生
小薗　颯生
田中　寛慈
橋本　紘明
引田　仁志
石川　淳一
黒川　智行
須田　隼斗
田口　篤

青山　幸太郎
花塚　悠吾
香山　大輔
中村　裕介
上島　星也
清水　鴻希
後藤　廉
高村　元

松田　優太
山内　祐太郎
浅沼　瑠良
遠藤　純平

金賞/厚生労働大臣賞 梅木　康広 大分県立工科短期大学校
銀賞 三野　大輝 熊本県立技術短期大学校
銀賞 飯田　隼平 大分県立大分工業高等学校
銅賞 山本　裕貴 石川職業能力開発短期大学校
銅賞 武田　隼人 宮城県工業高等学校
銅賞 寺井　達哉 三重県立四日市工業高等学校

敢闘賞 板川　楓来 北陸職業能力開発大学校
敢闘賞 榎本　悠斗 北海道職業能力開発大学校
敢闘賞 釜我　海斗 長崎県立長崎工業高等学校
敢闘賞 宮﨑　創一朗 滋賀職業能力開発短期大学校
敢闘賞 市瀬　皓也 愛知県立豊川工業高等学校
敢闘賞 猪野　照高 関東職業能力開発大学校
敢闘賞 久保　一也 大分県立鶴崎工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 神代　大介 山口県立下松工業高等学校
銀賞 俣川　孝輝 長崎県立島原工業高等学校
銀賞 江藤　早紀南 日立工業専修学校
銅賞 高橋　哲平 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科
銅賞 里村　武 栃木県立県央産業技術専門校
銅賞 菅崎　和輝 愛媛県立松山工業高等学校

敢闘賞 鈴木　康太 岩手県立産業技術短期大学校
敢闘賞 中村　友心 沖縄職業能力開発大学校
敢闘賞 本多　俊裕 静岡県立清水技術専門校
敢闘賞 音田　海都 新潟県立新潟テクノスクール
敢闘賞 梶浦　慶 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科
敢闘賞 前田　大樹 兵庫県立姫路工業高等学校
敢闘賞 山口　瑛 九州職業能力開発大学校
敢闘賞 竹下　峻史 熊本県立技術短期大学校

金賞/厚生労働大臣賞 岩永　健太郎 長崎県立島原工業高等学校
銀賞 三好　響 埼玉県立中央高等技術専門校
銀賞 伊藤　颯 愛知県立愛知総合工科高等学校
銀賞 櫻木　健人 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科
銅賞 島袋　佑麻 沖縄職業能力開発大学校
銅賞 小野寺　恵佑 宮城県気仙沼向洋高等学校
銅賞 谷合　拓哉 九州職業能力開発大学校

敢闘賞 安部　快彦 大分県立大分工業高等学校
敢闘賞 橋本　宜明 佐賀県立産業技術学院
敢闘賞 田村　七斗 広島県立広島工業高等学校
敢闘賞 松田　裕暉 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科

銅賞 茨城県立筑西産業技術専門学院

敢闘賞 岐阜県立高山工業高等学校

敢闘賞 岐阜県立岐阜工業高等学校

銀賞 科学技術学園高等学校（日立）

銀賞 栃木県立県央産業技術専門校

銅賞 東海職業能力開発大学校

敢闘賞 九州職業能力開発大学校

敢闘賞 北陸職業能力開発大学校

④フライス盤
　【参加選手数；34名】

沖縄県立沖縄工業高等学校

川内職業能力開発短期大学校

③旋盤
　【参加選手数；37名】

①メカトロニクス
　【参加選手数；28チーム56名】

②機械製図（CAD）
　【参加選手数；27名】

敢闘賞

銀賞

第13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

岩手県立産業技術短期大学校矢巾校
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職種 賞 氏名 所属

金賞/厚生労働大臣賞 石田　有希人 愛媛県立松山工業高等学校
銅賞 安江　柾寛 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科
銅賞 鎌田　聖士 北海道旭川工業高等学校
銅賞 松下　拓磨 近畿職業能力開発大学校

敢闘賞 吉久　翔悟 中国職業能力開発大学校
敢闘賞 番條　将慶 四国職業能力開発大学校
敢闘賞 鎌田　光夢 秋田職業能力開発短期大学校
敢闘賞 村中　友貴 石川職業能力開発短期大学校
敢闘賞 伊藤　陽稀 福井県立敦賀工業高等学校
敢闘賞 江部　充一 新潟職業能力開発短期大学校
敢闘賞 長谷川　春輔 山形県立産業技術短期大学校庄内校

金賞/厚生労働大臣賞 梶川　拓磨 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科
銀賞 髙田　勇樹 静岡県立浜松城北工業高等学校
銀賞 門田　真琴 広島市立広島工業高等学校
銀賞 前川　遥香 兵庫県立龍野北高等学校
銅賞 安田　和磨 秋田県立大曲技術専門校
銅賞 伊澤　孝太 日本工学院専門学校
銅賞 田村　友太 青森県立むつ工業高等学校

敢闘賞 羽場　匠 中国職業能力開発大学校
敢闘賞 須藤　幹太 佐賀県立産業技術学院
敢闘賞 中曽根　嶺 富山県立高岡工芸高等学校
敢闘賞 山内　泰輝 愛媛県立今治工業高等学校
敢闘賞 佐野　光 山梨県立韮崎工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 鈴木　岳大 兵庫県立龍野北高等学校
銀賞 清村　優希 群馬県立前橋工業高等学校
銀賞 五十嵐　慧 富山県立高岡工芸高等学校
銀賞 橋口　法花 鹿児島県立隼人工業高等学校
銅賞 岩田　進吾 長崎県立長崎工業高等学校
銅賞 楠元　蘭太朗 鹿児島県立川内商工高等学校
銅賞 依田　祐樹 山梨県立甲府工業高等学校

敢闘賞 金子　雛乃 群馬県立高崎工業高等学校
敢闘賞 石橋　葵 沖縄県立浦添工業高等学校
敢闘賞 窪田　匠 富山県立高岡工芸高等学校
敢闘賞 山口　響輝 長崎県立長崎工業高等学校
敢闘賞 坂井　信祐 兵庫県立龍野北高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 伊藤　玲央 秋田県立大曲技術専門校
銀賞 金子　靖宏 中央工学校
銀賞 川口　諒祐 熊本県立球磨工業高等学校専攻科
銀賞 大山　達郎 秋田県立大曲技術専門校
銅賞 畠山　まどか ものつくり大学
銅賞 杉町　林太朗 愛媛県立吉田高等学校
銅賞 中武　蓮耶 宮崎県立産業技術専門校

敢闘賞 高橋　健太 岩手県立二戸高等技術専門校
敢闘賞 髙橋　遥 新潟県立上越テクノスクール
敢闘賞 沖　直哉 広島県立広島工業高等学校
敢闘賞 内田　祐汰 熊本県立球磨工業高等学校
敢闘賞 藤井　洸希 富山県立富山工業高等学校
敢闘賞 小山　萌 岩手県立産業技術短期大学校
敢闘賞 鈴木　翔大 岩手県立二戸高等技術専門校

金賞/厚生労働大臣賞 伊藤　聖真 京都府立田辺高等学校
銀賞 荒井　亮太 栃木県立県央産業技術専門校
銀賞 山口　大輝 岡山県立北部高等技術専門校美作校
銀賞 金谷　拓真 岩手県立千厩高等技術専門校
銅賞 片平　大輔 栃木県立県央産業技術専門校
銅賞 大崎　淳未 香川県立高等技術学校高松校
銅賞 菊地　優斗 岩手県立千厩高等技術専門校

敢闘賞 佐々木　幹太 岩手県立二戸高等技術専門校
敢闘賞 小島　璃希斗 新潟県立上越テクノスクール
敢闘賞 佐々木　翔 宮城県立石巻高等技術専門校
敢闘賞 森　智輝 宮城県立仙台高等技術専門校

金賞/厚生労働大臣賞 漆原　綾華 四国職業能力開発大学校
銅賞 露木　拓巳 情報科学専門学校
銅賞 林　竜大 愛知県立愛知総合工科高等学校
銅賞 田中　克矢 川内職業能力開発短期大学校

敢闘賞 畠山　瑛至 山形県立酒田光陵高等学校
敢闘賞 多久和　朋希 広島コンピュータ専門学校
敢闘賞 森　隼太郎 島根職業能力開発短期大学校
敢闘賞 野村　圭一郎 岐阜県立大垣工業高等学校

⑦木材加工
　【参加選手数；25名】

⑧建築大工
　【参加選手数；44名】

⑨自動車整備
　【参加選手数；24名】

⑩ＩＴネットワークシステム管理
　【参加選手数；19名】

⑥電気工事
　【参加選手数；25名】

⑤電子回路組立て
　【参加選手数；29名】
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金賞/厚生労働大臣賞 榎谷　帆乃香 名古屋市立工芸高等学校
銀賞 横倉　杏奈 名古屋市立工芸高等学校
銅賞 髙橋　稜 学校法人電子学園　日本電子専門学校
銅賞 三木　百花 ＥＣＣコンピュータ専門学校

敢闘賞 安田　侑平 学校法人電子学園　日本電子専門学校
敢闘賞 スコムスキー　ウォルター　勇人 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校
敢闘賞 髙橋　玲樹 山形県立産業技術短期大学校
敢闘賞 久保田　春輝 沖縄県立美来工科高等学校
敢闘賞 笠原　優斗 山形県立産業技術短期大学校
敢闘賞 神代　正俊 ＹＩＣビジネスアート専門学校

金賞/厚生労働大臣賞 菅原　敏夫 宮城県工業高等学校
銀賞 山口　裕介 山形県立産業技術短期大学校
銀賞 松永　拓也 職業能力開発総合大学校
銀賞 林田　竜之介 沖縄県立美来工科高等学校
銅賞 伊藤　太一 盛岡情報ビジネス専門学校

敢闘賞 赤塚　智 山形県立産業技術短期大学校庄内校
敢闘賞 高松　潤 学校法人電子学園　日本電子専門学校
敢闘賞 岩間　一真 山形県立酒田光陵高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 安保　星奈 岩手県立産業技術短期大学校
銀賞 稲継　真奈 神戸電子専門学校
銀賞 山本　真代 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校
銅賞 工藤　美也香 岩手県立産業技術短期大学校
銅賞 藤野　貴大 河原デザイン・アート専門学校

敢闘賞 長坂　祥太 静岡デザイン専門学校
敢闘賞 赤松　諒子 神戸電子専門学校
敢闘賞 近藤　風香 ＥＣＣコンピュータ専門学校
敢闘賞 大谷　実香 山口芸術短期大学

小田　光輝
山田　優作
上岡　康生
棚田　紫乃

岡本　由宇斗
丸山　鴻

大谷　浩樹
菅　晴菜
澤岻　功

中根　創太
海野　大地
佐藤　黎

加藤　侑大
西嶋　俊哉
大城　直怜
奥原　京介
足立　嵩弥
川地　皐平
佐藤　辰星
山口　舞斗
萩野　滉記
水口　元稀

金賞/厚生労働大臣賞 高橋　一渓 群馬県立勢多農林高等学校

銀賞 荒木　歩 奈良県立磯城野高等学校

銅賞 大西　陽生郎 京都府立農芸高等学校

銅賞 桐生　晴矢 三重県立四日市農芸高等学校

敢闘賞 稲嶺　佑哉 沖縄県立中部農林高等学校

敢闘賞 日比谷　あゆめ 愛知県立猿投農林高等学校

敢闘賞 関谷　穂高 東京都立園芸高等学校定時制課程

敢闘賞 杉山　直希 岐阜県立国際園芸アカデミー

弘前東高等学校

⑮造園
　【参加選手数；18名】

敢闘賞

青森県立弘前工業高等学校

銀賞

敢闘賞

敢闘賞

四国職業能力開発大学校

新潟職業能力開発短期大学校

銀賞

⑭ロボットソフト組込み
　　【参加選手数；25チーム50名】

⑫業務用ITソフトウェア・ソリューショ
ンズ
　【参加選手数；16名】

⑪ウェブデザイン
　【参加選手数；22名】

新潟県立新津工業高等学校

奈良県立奈良朱雀高等学校

金賞/厚生労働大臣賞

⑬グラフィックデザイン
　【参加選手数；19名】

敢闘賞 沖縄県立名護商工高等学校

敢闘賞 岐阜県立岐阜工業高等学校

敢闘賞 愛知県立岡崎工業高等学校

敢闘賞 愛知県立愛知総合工科高等学校

敢闘賞 山口県立防府商工高等学校
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