
（別紙）

№ 職種名 氏名 性別 所属先名 所属先住所

Polymechanics and Automation

ポリメカニクス

Information Network Cabling

情報ネットワーク施工

Manufacturing Team Challenge 小原　基央 男

沓名　佑太 男

中島　陽平 男

Mechatronics 立野　瑞樹 男

メカトロニクス 和田　大樹 男

Mechanical Engineering Design - CAD

機械製図ＣＡＤ

CNC Turning

ＣＮＣ旋盤

CNC Milling

ＣＮＣフライス盤

Architectural Stonemasonry

石工

Welding

溶接

Print Media Technology

印刷

Autobody Repair

自動車板金

Plumbing and Heating

配管

Electronics

電子機器組立て

Web Design

ウェブデザイン

Electrical Installations

電工

Industrial Control

工場電気設備

Plastering and Drywall Systems

左官

Mobile Robotics 伊東　直輝 男

移動式ロボット 長谷川　準 男

Cabinetmaking

家具

Joinery

建具

Carpentry

建築大工

Jewellery

貴金属装身具

Floristry

フラワー装飾

Hairdressing

美容/理容

Beauty Therapy

ビューティーセラピー

Fashion Technology

洋裁

Pâtisserie and Confectionery

洋菓子製造

Automobile Technology

自動車工

Cooking

西洋料理

Restaurant Service

レストランサービス

Car Painting

車体塗装

Landscape Gardening 石見　康文 男

造園 神藤　司 男

Refrigeration and Air Conditioning

冷凍空調技術

IT Network Systems Administration

ITネットワークシステム管理

Graphic Design Technology

グラフィックデザイン

Construction Metal Work

構造物鉄工

Plastic Die Engineering

プラスティック金型

Prototype Modelling

試作モデル製作

Sheet Metal Technology

曲げ板金

Industrial Mechanics Millwright

産業機械組立て

（注）代表選手は、技能五輪国際大会の組織であるWorldSkills International(WSI)の加盟団体である中央職業能力開発協会により選定・決定。

藤島　孝典 男 マツダ（株） 広島県安芸郡府中町新地3-1

安田　将貴 男 （株）豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町2-1

（株）近江庭園 滋賀県大津市苗鹿1-5-25

伊藤　直輝

池上　惣一朗 男 （株）デンソー 愛知県刈谷市昭和町1-1

青島　瞭 男 トヨタ自動車（株）

製造チームチャレンジ

稲継　真子 女 （株）佐藤印刷所 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-3-22

愛知県豊田市トヨタ町1

男 トヨタ自動車（株） 愛知県豊田市トヨタ町1

山口　智也 男 日立アプライアンス（株）　清水事業所 静岡県静岡市清水区村松390

榊田　柊太 男 ニュー長崎ビルディング（株）　ホテルニュー長崎 長崎県長崎市大黒町14-5

松本　紳太郎 男 日産自動車（株） 神奈川県横浜市金沢区福浦3-7

野村　竜平 男 トヨタ自動車（株） 愛知県豊田市トヨタ町1

柳橋　杏奈 女 （株）宮崎観光ホテル 宮崎県宮崎市松山1-1-1

三谷　麗奈 女 （一社）日本エステティック協会 東京都千代田区麹町3-2-6　垣見麹町ビル4F

馬場　悠菜 女 （株）プラス・ワン 埼玉県越谷市袋山1557-29

伊藤　美緒 女 （学）中西学園　名古屋製菓専門学校 愛知県名古屋市中区新栄1-2-25

白川　沙杜美 女 （有）ジュエリークラフト　シュドウ 愛知県名古屋市千種区末盛通2-14 加藤ビル1F

栁井　怜子 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校 埼玉県行田市埼玉4758

森　海 男 （株）にしはら 京都府長岡京市天神1-8-20

大谷　周平 男 （株）プレステージジャパン 北海道上川郡東川町北町4-13-2

中山　千明 女 （株）カンディハウス 北海道旭川市永山北2-6

若林　信 男 （株）大沼建築 山形県寒河江市新山町20-3

堀　良成 男 （有）堀工業 新潟県新潟市北区樋ノ入1520-2

髙山　郁彦 男 浜名湖電装（株） 静岡県湖西市鷲津136

（株）デンソー 愛知県刈谷市昭和町1-1

今多　和歩 男 トヨタ自動車（株） 愛知県豊田市トヨタ町1

大畑　僚樹 男 （学）電子学園　日本電子専門学校 東京都新宿区百人町1-25-4

瀬戸　一輝 男 （株）九電工 佐賀県三養基郡基山町大字園部5004

堀　洸太 男 （株）トッパンコミュニケーションプロダクツ札幌工場 北海道札幌市西区二十四軒4条1-1-30

清水　拓摩 男 トヨタ自動車（株） 愛知県豊田市トヨタ町1

清水　龍二 男 （株）千代田設備 新潟県新潟市中央区下所島2-17-3

武田　景介 男 （株）日立ハイテクノロジーズ 茨城県ひたちなか市市毛882

水村　仰 男 （有）岡本石材 香川県高松市牟礼町牟礼2510-5

男小山　巧 （株）豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町2-1

（株）デンソー 愛知県刈谷市昭和町1-1

日産自動車（株） 神奈川県座間市広野台2-10-1

安部　翔伍 男 日産自動車（株） 神奈川県厚木市森の里青山1-1

酒井　瑠太 男 （株）日立ハイテクノロジーズ 茨城県ひたちなか市市毛882

第43回技能五輪国際大会（ブラジル・サンパウロ大会）　日本代表選手一覧

山岸　太一 男 日立オートモティブシステムズ（株） 茨城県ひたちなか市高場2520

島瀬　竜次 男 （株）きんでん　人材開発部 兵庫県西宮市今津久寿川町12-77
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