
都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞
北海道 盛長 瑞稀 北海道函館五稜郭支援学校 パソコンデータ入力 銅
青森県 坂本 朋子 興陽電設株式会社 フラワーアレンジメント 銀
岩手県 工藤 綾乃 株式会社アミテス ワード・プロセッサ 努力
山形県 鶴巻 寿 山形県コロニー協会 山形福祉工場 ＤＴＰ 銀
茨城県 渡邊 淳志 株式会社日立ハイテクノロジーズ 電子機器組立 金
茨城県 木口 和哉 株式会社日立製作所 都市開発システム社 水戸事業所 電子回路接続 銀
茨城県 羽鳥 真矢 イトキングリーンアイ株式会社 岩間センター 縫製 銅
栃木県 富島 めぐみ 栃木県立国分寺特別支援学校 喫茶サービス 銅
群馬県 髙世 咲希 群馬県立二葉高等養護学校 ワード・プロセッサ 努力
群馬県 深澤 謙人 共愛学園前橋国際大学 ホームページ 努力
群馬県 生巢 愛美 群馬県立渡良瀬養護学校 ビルクリーニング 銅
埼玉県 成澤 正和 学校法人伊東学園 テクノ・ホルティ園芸専門学校 フラワーアレンジメント 金
埼玉県 鶴ヶ﨑 蘭奈 埼玉県立特別支援学校 羽生ふじ高等学園 ビルクリーニング 銅
埼玉県 船橋 由佳 株式会社アレフ びっくりドンキー熊谷店 喫茶サービス 金
埼玉県 青木 天享 就労支援 Ｊａｓｔ オフィスアシスタント 銅
千葉県 木村 信隆 DIC株式会社 エンジニアリング本部 機械ＣＡＤ 金
千葉県 古川 晃一 株式会社ジーシー 歯科技工 銀
千葉県 赤地 和典 パソコン組立 銅
千葉県 吉中 奈美 UTハートフル株式会社 オフィスアシスタント 努力
東京都 三井 悟 和田精密歯研株式会社 東京事業所 歯科技工 銅
東京都 長澤 笑子 第一生命チャレンジド株式会社 喫茶サービス 努力

神奈川県 栁本 佑 有限会社ケイ・ワークス 歯科技工 金
神奈川県 関野 賢志 ふれあい活動ホーム 第２あかしあ ワード・プロセッサ 銅
神奈川県 大谷 晃弘 株式会社互幸ワークス ビルクリーニング 金
神奈川県 松原 悠樹 株式会社日立ゆうあんどあい オフィスアシスタント 金
富山県 浜田 浩二 パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 表計算 努力
石川県 井出 成美 株式会社中田屋 オフィスアシスタント 努力
福井県 砂川 城二 福井県立ろう学校 表計算 銅
長野県 藤森 千恵 エプソンミズベ株式会社 電子機器組立 銅
長野県 横内 庄一 エプソンミズベ株式会社 電子回路接続 金
長野県 小日向 教博 株式会社長野協同データセンター ワード・プロセッサ 銀
長野県 大澤 智 社会福祉法人信濃の星 はたらくぴあっと パソコン組立 金
長野県 小林 朔巳 長野県長野養護学校 朝陽教室 フラワーアレンジメント 銅
長野県 鈴木 久良 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 銀
長野県 小林 駿太 株式会社サイベックコーポレーション 製品パッキング 銀
長野県 林 幸平 長野県飯田養護学校 パソコンデータ入力 金
長野県 市ノ瀬 大輝 長野県松本養護学校 縫製 金
静岡県 杉山 晶 静岡県立あしたか職業訓練校 木工 銅
愛知県 可須水 要佑 愛知県立名古屋聾学校 家具 銀
愛知県 山田 正人 愛知障害者職業能力開発校 建築ＣＡＤ 銀
愛知県 加納 絵梨 株式会社デンソー 幸田製作所 電子機器組立 銀
愛知県 坂本 まどか 愛知教育大学 ワード・プロセッサ 銅
愛知県 植村 晃 新東工業株式会社 データベース 銅
愛知県 ジャスカ メイ メンドーザ 愛知県立名古屋聾学校 フラワーアレンジメント 銅
愛知県 加藤 貴啓 管財株式会社 ビルクリーニング 銅
愛知県 匂坂 まどか 中電ウイング株式会社 製品パッキング 銅
愛知県 二宮 真美 特定非営利活動法人パンドラの会 喫茶サービス 銀
愛知県 鈴木 満美 トヨタループス株式会社 オフィスアシスタント 銀
愛知県 吉田 文華 中電ウイング株式会社 表計算 金
愛知県 竹内 和沙 株式会社山田商会 パソコン操作 努力
愛知県 大嶋 留依 愛知県春日台職業訓練校 縫製 銀
愛知県 小木曽 多洋 愛知県春日台職業訓練校 木工 銀
三重県 前田 清一 株式会社デンソー 大安製作所 電子機器組立 銅
滋賀県 内田 康介 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション ホームページ 銅
滋賀県 奥田 真二 株式会社クレール 製品パッキング 努力
京都府 徳江 真史 ＤＴＰ 金
京都府 池野 哲平 株式会社ニトリ 高槻店 ビルクリーニング 銀
京都府 藤田 美奈子 パソコン操作 努力
大阪府 佐藤 進 ＳＭＢＣグリーンサービス株式会社 大阪本社 ＤＴＰ 銅
大阪府 秋田 拓也 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション ワード・プロセッサ 金
大阪府 白瀧 淳 大阪市職業リハビリテーションセンター ホームページ 銀
大阪府 赤星 聡視 大阪市立視覚特別支援学校 パソコン操作 金
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島根県 南海 祐二 三光ビル管理株式会社 ビルクリーニング 努力
島根県 村田 紫 石窯パン工房 ドロシー 喫茶サービス 銀
岡山県 大嶋 信之 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校 喫茶サービス 銅
岡山県 神谷 雅子 株式会社ベネッセビジネスメイト 岡山事業所 オフィスアシスタント 銅
広島県 迫井 雪名 株式会社不二ビルサービス ビルクリーニング 銀
山口県 須保 光朗 ＴＨＫ株式会社 山口工場 製品パッキング 金
山口県 岡本 貴志 社会福祉法人山家連福祉事業会 夢かれん はぁと作業所 パソコンデータ入力 銀
香川県 山本 定子 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 努力
愛媛県 門田 雅行 コンピュータプログラミング 金
高知県 和田 亜弓 株式会社ボンニー アヴォワァ店 喫茶サービス 努力
福岡県 御田 伴廣 和田精密歯研株式会社 博多事業所 歯科技工 努力
福岡県 山路 三千代 サンアクアＴＯＴＯ株式会社 製品パッキング 努力
福岡県 犬丸 富恵 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 表計算 銀
熊本県 東 信彦 飯塚電機工業株式会社 建築ＣＡＤ 銀
熊本県 原田 大 熊本県県南広域本部 パソコン組立 銀
大分県 鴛海 祐弥 キヤノンウィンド株式会社 製品パッキング 努力
宮崎県 長山 友子 社会福祉法人まほろば福祉会 ワークステーションやじろべえ ワード・プロセッサ 努力

鹿児島県 小吉 泰生 鹿児島県立鹿児島聾学校 家具 銅
鹿児島県 新山 雅人 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 建築ＣＡＤ 銀
鹿児島県 日髙 潤 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 義肢 銅
鹿児島県 高林 葵 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 木工 金
沖縄県 平安 裕貴 有限会社砂田義肢製作所 義肢 銀
沖縄県 玉代勢 裕太 社団法人那覇市身体障害者福祉協会 障害者就労支援センター さわやか パソコンデータ入力 努力


