
第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名

機 械 組 立 て 大田　優貴 愛知県 山口　真治 愛知県 西村　効留 愛知県 山田　康司 滋賀県

㈱豊田自動織機 ㈱デンソー ㈱デンソー 松下電工㈱彦根工場

右田　康浩 愛知県 景山　佑亮 大阪府 山口　一起 大阪府

㈱豊田自動織機 松下電器産業㈱生産革新本部 松下電工㈱製造システムセンター

増田　和也 大阪府 中島　万澄 新潟県

松下電器産業㈱生産革新本部 松下電工㈱新潟工場

西尾　正弘 大阪府

松下電器産業㈱生産革新本部

中村　　剛 新潟県

松下電工㈱新潟工場

加藤　誉也 愛知県

㈱デンソー

川合　正人 愛知県

アイシン精機㈱

矢幡　光夫 茨城県

㈱日立製作所日立事業所

光山　　聖 群馬県

㈱ミツバ

抜 き 型 古井戸　桂一 愛知県 村田　知厳 愛知県 大阿久　貴之 栃木県 田中　工野 長野県

㈱デンソー ㈱デンソー 日立アプライアンス㈱ セイコーエプソン㈱

菅野　賢司 茨城県 佐藤　赳夫 群馬県 曽場　充士 愛知県

日立アプライアンス㈱多賀事業所 富士重工業㈱群馬製作所 トヨタ自動車㈱

安藤　公司 愛知県 鈴木　智士 愛知県 樺澤　達也 群馬県

トヨタ自動車㈱ トヨタ自動車㈱ 富士重工業㈱群馬製作所

敢闘賞金賞 銀賞 銅賞
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

精 密 機 器 組 立 て 野村　　幸 愛知県 滝沢　　純 長野県 古賀　勇樹 愛知県 益子　真勝 茨城県

㈱デンソー セイコーエプソン㈱ ㈱デンソー ㈱日立製作所オートモティブシステムグループ

大貫　秀治 茨城県 濱田　晃弘 愛知県

㈱日立製作所オートモティブシステムグループ ㈱デンソー

メ カ ト ロ ニ ク ス 高橋　一貴 神奈川県 新美　友紀子 愛知県 中村　彰宏 愛知県 長野　恭平 福岡県

日産自動車㈱ ㈱豊田自動織機 トヨタ自動車㈱ 日産自動車㈱

山添　将志 神奈川県 横井　祐二 愛知県 平松　　晃 愛知県 林　浩和 福岡県

日産自動車㈱ ㈱豊田自動織機 トヨタ自動車㈱ 日産自動車㈱

垣内　夏樹 愛知県 大薮　剛史 愛知県 大村　陽平 大阪府

㈱豊田自動織機 アイシン精機㈱ 松下電器産業㈱生産革新本部

中嶋　章勝 愛知県 葛谷　　努 愛知県 滝本　晋平 大阪府

㈱豊田自動織機 アイシン精機㈱ 松下電器産業㈱生産革新本部

下上　慎一 愛知県 彦坂　優作 愛知県

トヨタ自動車㈱ ㈱デンソー

三嶋　紀之 愛知県 舩橋　辰弥 愛知県

トヨタ自動車㈱ ㈱デンソー

上杉　直行 大阪府

松下電工㈱

前田　雄也 大阪府

松下電工㈱

森　 　建太 栃木県

ホンダエンジニアリング㈱

片岡　宏太 栃木県

ホンダエンジニアリング㈱

加藤　誠隆 茨城県

キャノン㈱取手事業所

小林　聖哉 茨城県

キャノン㈱取手事業所
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

機 械 製 図 植村　尚彦 愛知県 長谷川　秀幸 神奈川県 横山　秀政 神奈川県 宮本　晃司 三重県

㈱デンソー 日産自動車㈱総合研究所 日産自動車㈱総合研究所 ㈱デンソー

小澤　英人 茨城県 菅井　　和 茨城県 幸山　和弘 茨城県

㈱日立製作所日立事業所 ㈱日立製作所日立事業所 ㈱日立ハイテクノロジーズナノテクノロジー製品事業本部

亀谷　尚也 愛知県 樋口　　徹 三重県

小島プレス工業㈱ ㈱デンソー

伊藤　真友美 広島県

㈱ヒロテック

亀山　真悟 群馬県

㈱ウエノテクニカ

薗田　直也 群馬県

㈱正田製作所

村上　直行 宮城県

東北職業能力開発大学校

旋 盤 小原　将志 愛知県 北山　紀之 茨城県 平山　直也 愛知県 村野　浩之 茨城県

トヨタ自動車㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズナノテクノロジー製品事業本部 トヨタ自動車㈱ ㈱日立プラントテクノロジー土浦事業所

大竹　基貴 愛知県 高橋　悠太 東京都 諏訪田　涼亮 愛知県

㈱デンソー ㈱日立製作所中央研究所 トヨタ自動車㈱

岡本　剛志 愛知県 石脇　友樹 愛知県

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ アイシン精機㈱

小縣　真人 愛知県 中村　暁雄 愛知県

トヨタ自動車㈱ ㈱豊田自動織機

坂　　和樹 愛知県 小松　利行 埼玉県

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ ボッシュ㈱
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

旋 盤 當麻　裕介 群馬県

（ 前 頁 の 続 き ） 富士重工業㈱群馬製作所

矢野　史也 広島県

マツダ㈱

喜多　大起 愛知県

アイシン・エィ・ダブリュ㈱

松本　啓芳 兵庫県

三菱重工業㈱高砂製作所

西田　竜一 愛知県

㈱ジェイテクト

奥貫　真拓 栃木県

フジノン佐野㈱

フ ラ イ ス 盤 鈴木　義久 東京都 山崎　亮平 大阪府 谷﨑　直輝 愛知県 石川　さや夏 静岡県

キャノン㈱取手事業所ものづくり人材育成センター 松下電器産業㈱生産革新本部 アイシン精機㈱ 日立アプライアンス㈱清水事業所

熊谷　真貴人 神奈川県 早川　将悟 愛知県 石橋　亮太 静岡県

日産自動車㈱ ㈱デンソー 日立アプライアンス㈱清水事業所

黒田　隆二 愛知県 中村　翔太 茨城県 德永　伯龍 埼玉県

トヨタ自動車㈱ ㈱日立製作所日立事業所 富士電機機器制御㈱吹上事業所

野寺　栄二 茨城県 田中　一徳 愛知県 山﨑　成峻 神奈川県

㈱日立ハイテクノロジーズナノテクノロジー製品事業本部 アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 日産自動車㈱

押尾　卓頼 静岡県

日立アプライアンス㈱清水事業所

黒沢　　梓 東京都

キャノン㈱取手事業所ものづくり人材育成センター
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

構 造 物 鉄 工 明石　修一 愛知県 渡邉　正紘 栃木県 梶谷　大将 愛知県 武藤　宏明 茨城県

㈱豊田自動織機 ㈱日立プラントテクノロジー佐野事業所 ㈱豊田自動織機 ㈱日立プラントテクノロジー土浦事業所

鈴木　紳高 茨城県 山崎　克也 茨城県 濵本　祐翼 兵庫県

㈱日立製作所日立事業所 ㈱日立製作所日立事業所 三菱重工業㈱高砂製作所

橘　　和孝 兵庫県

三菱重工業㈱高砂製作所

電 気 溶 接 森　　裕一 愛知県 中野　　俊 茨城県 赤星　周平 山口県 関根　　慎 茨城県

㈱豊田自動織機 ㈱日立製作所日立事業所 宇部興産機械㈱ ㈱日立製作所日立事業所

足立　光紀 兵庫県 松村　清久 兵庫県

三菱重工業㈱高砂製作所 三菱重工業㈱神戸造船所

木 型 柴田　剛志 愛知県 古出　　亘 愛知県 辻　　竜也 愛知県

トヨタ自動車㈱ トヨタ自動車㈱ トヨタ自動車㈱

タ イ ル 張 り 大村　満昭 岩手県 中村　幸二 千葉県 神田　雅宏 愛知県

㈱奈良屋 ㈲影山工業 ㈱菅沼タイル店

自 動 車 板 金 坂田　総司 神奈川県 遠藤　拓也 埼玉県 田﨑　伸幸 神奈川県 疋田　　崇 愛知県

日産自動車㈱ 日産ディーゼル工業㈱ 日産自動車㈱ トヨタ自動車㈱

升田　孝輔 愛知県 菅野　　明 山口県 松本　和也 愛知県

トヨタ自動車㈱ マツダ㈱防府工場 トヨタ紡織㈱

宗内　貴紀 広島県 岩崎　良洋 愛知県

マツダ㈱ トヨタ自動車㈱

引地　槙也 神奈川県

日産自動車㈱

曲 げ 板 金 江藤　悠貴 広島県 高岡　裕一 山口県 櫻井　俊介 山口県

マツダ㈱ マツダ㈱防府工場 マツダ㈱防府工場
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

配 管 濱田　一馬 新潟県 内野　翔太 山口県 太田　悠平 長野県 石内　翔大 東京都

㈱千代田設備 ㈱桐田商会 太田設備 西原工事㈱

川又　真二 新潟県 大石　洋介 熊本県 妹尾　淳一 岡山県

㈱千代田設備 熊本県立熊本高等技術訓練校 内海設備工事所

安東　寛裕 岩手県 田中　智也 熊本県

岩手県立産業技術短期大学校水沢校 工藤設備工業㈱

冨永　智広 山形県

弘栄設備工業㈱

関　　真一 群馬県

㈱ヤマト

助川　武則 茨城県

茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

電 子 機 器 組 立 て 中野　佑真 愛知県 宮下　冬菜 愛知県 久米田　忠 愛知県 狩峰　友祐 神奈川県

トヨタ自動車㈱ ㈱デンソー ㈱デンソー 日産自動車㈱

橋口　和也 愛知県 山﨑　良明 茨城県

トヨタ自動車㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズナノテクノロジー製品事業本部

髙橋　典央 愛知県 澤﨑　祥悟 栃木県

トヨタ自動車㈱ ホンダエンジニアリング㈱

佐久間　健 茨城県

㈱日立製作所水戸事業所

田村　茂央 静岡県

アスモ㈱

森　　啓太 神奈川県

日産自動車㈱
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

電 子 機 器 組 立 て

（ 前 頁 の 続 き ） 野田　晃寛 愛知県

トヨタ自動車㈱

地頭薗　朋史 愛知県

㈱デンソー

佐々木　貴広 埼玉県

日産ディーゼル工業㈱

遠藤　健二 神奈川県

日産自動車㈱

電 工 高橋　克幸 群馬県 金宮　吉度 東京都 福田　恭大 栃木県 作田　修一 東京都

㈱関電工群馬支店 ㈱関電工中央支店 ㈱関電工栃木支店 ㈱関電工中央支店

川下　政彦 滋賀県 伊藤　勇人 埼玉県 杉浦　浩樹 長野県

㈱きんでん滋賀支店 ㈱関電工埼玉支店 ㈱トーエネック長野支店

松嶋　　望 静岡県 後藤　洋平 愛知県 金井　崇宏 福岡県

㈱関電工静岡支店　 ㈱トーエネック ㈱九電工教育センター

濵　　啓修 鹿児島県

㈱九電工鹿児島支店

鳥巣　亮平 千葉県

㈱関電工千葉支店

石川　悟士 愛知県

㈱トーエネック

河上　洋大 京都府

㈱きんでん京都支店

切本　裕基 兵庫県

㈱きんでん神戸支店

7/15



第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

工 場 電 気 設 備 佐藤　雅彦 茨城県 井戸　大貴 愛知県 末森　友大 愛知県

㈱日立製作所情報制御システム事業部 ㈱デンソー ㈱デンソー

石 工 織田　和政 愛知県 鈴木  秀展 愛知県 水間　久満 愛知県 山田　誠徳 愛知県

㈱犬塚石材本店 ㈱犬塚石材本店 ㈲石商宮本 石嶽石工業㈲

横田　将吾 愛知県

藤田石材㈱

広 告 美 術 坂野　真由美 青森県 畑　麗美 岩手県 中澤　　徹 北海道 江本　勇樹 山口県

㈱エーアイサイン ㈲栄建 ㈱いか工芸 クボタ工芸㈱

石塚　涼子 北海道

北海道立旭川高等技術専門学院

左 官 萩原　由彦 群馬県 柿﨑　文哉 茨城県 荒木　新二 熊本県 田上　隼人 熊本県

群馬県左官工業協同組合 ㈱根子左 ㈱緒方建設工業 田上工業

若林　　誠 岐阜県

小倉左官店

家 具 半﨑　宣孝 東京都 中島　一樹 北海道 小野寺　由理 北海道 北牧　知也 北海道

清水建設㈱東京木工場 北海道立旭川高等技術専門学院 ㈱匠工芸 ㈲ミツマサ

野澤　良祐 東京都 中村　史人 神奈川県

専門学校中央工学校 ㈲秋山木工

西須　裕記 鹿児島県

㈱青友社

建 具 渡来　拓郎 北海道 加納　　圭 長野県 佐野　靖紘 東京都

㈱匠美社　 栄建具工芸 清水建設㈱東京木工場

建 築 大 工 井上　　覚 埼玉県 塚本　将史 埼玉県 岡部　祐樹 千葉県 佐藤　悠介 千葉県

建設埼玉 ポラテック㈱ 住友林業建築技術専門校 住友林業建築技術専門校

三浦　伸一 岩手県 古屋　正人 埼玉県 氏平　達也 東京都

㈲畠山建築 建設埼玉 職業訓練法人　東京土建技術研修ｾﾝﾀｰ
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競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

建 築 大 工 馬場　和樹 埼玉県 船山　那起 新潟県 六角　　新 岩手県

（ 前 頁 の 続 き ） ポラテック㈱ ㈲渡辺工務店 ㈲カネキ

吉田　成孝 千葉県 細井　幸雄 新潟県

住友林業建築技術専門校 新潟県立魚沼テクノスクール

岡田　徳康 群馬県

宮下建築

樋口　　敦 群馬県

㈲萩原工務店

田島　宏晃 埼玉県

ものつくり大学

杉山　弘尚 北海道

㈱ハウジング高橋

角田　　学 千葉県

住友林業建築技術専門校

吹本　健二 山口県

藤井工務店

小野寺　拓哉 岩手県

㈲佐藤工務店

貴 金 属 装 身 具 宮田　悠貴 東京都 藤巻　祐馬 東京都 山本　諒 東京都

（学）水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ （学）水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ （学）水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

フ ラ ワ ー 装 飾 末藤　鮎美 山口県 坂本　圭純 東京都 酒井　大輔 山梨県 齋藤　真希 鹿児島県

フラワーくまげ 日本フラワーデザイン専門学校 ㈲三森生花店 ㈲花の七草

江口　敬宏 東京都 加瀬野　裕規 東京都 沼沢　実幸 東京都

日本フラワーデザイン専門学校 日本フラワーデザイン専門学校 東京情報ビジネス専門学校

坂部　早紀 東京都 枝尾　絹代 福岡県

東京情報ビジネス専門学校 福岡工業専門学校
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

美 容 柏倉　有沙 山形県 香川　仁美 香川県 結城　沙百合 山形県 水本　明菜 山口県

マリア美容室 Hair Make GIGI マリ美容室 ㈱エミール

圖師田　英梨華 奈良県 福田　　充 山口県 山本　真美 山口県

橿原美容専門学校 ㈲ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ・ﾆｭｰｽﾀｲﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ由早

神矢　翔子 奈良県 原田　高廣 大分県 竹川　光子 奈良県

橿原美容専門学校 (学）河野学園　明星国際ビューティカレッジ 橿原美容専門学校

村上　絢子 東京都 安波　まり 東京都

㈱ヴィセ・インターナショナル ㈱ヴィセ・インターナショナル

岩井　太郎 奈良県

美容室ティーズ

豊田　沙也加 香川県

Hair Make GIGI

小沼　姫子 山形県

はせがわ美容室

森　　祐太 岐阜県

㈱コアフィールクローリ

理 容 石戸　喬久　 福島県 清水　雅彦 山口県 栁沼　槙太朗 福島県 山根　真理 福島県

ヘアーサロンワイルドエース CUT SALON BAY TOKYO カットハウスＹｏＵ ヘアスタジオＭ

井上　和哉 京都府 前田　勝紀 大阪府 太楽　正紀 福島県

HAIR　SALON NEZU ㈱タカゾエ理容室 ヘアースタジオWARP

染矢　陽一 千葉県

ヘアーサロン ムトー

小幡　一輝 神奈川県

㈲玄
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

洋 裁 佐藤　　晶 福島県 吉田　　馨 福島県 四垂　美保 岩手県 藤本　曜子 山口県

（学） 今泉女子専門学校 （学） 今泉女子専門学校 ㈱三和ドレス （学）下関文化産業専門学校

佐久間　美穂 福島県 伊藤　実紗 静岡県 中居　ユカ 岩手県

（学） 今泉女子専門学校 静岡デザイン専門学校 ㈱三和ドレス

松川　紘子 熊本県 永田　麻里菜 山口県

和洋学園専門学校 （学）下関文化産業専門学校

伊藤　みどり 東京都

武里洋裁

久保　裕美 埼玉県

クマガイ洋裁教室

洋 菓 子 製 造 馬場　加奈子 東京都 三田　正樹 新潟県 大滝　和樹 新潟県 矢尾板　春菜 新潟県

専修学校日本菓子専門学校 にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん

自 動 車 工 小野寺　恒 神奈川県 松田　一輝 神奈川県 熊谷　真悟 神奈川県

日産自動車㈱ 日産自動車㈱ 日産自動車㈱

宮原　　護 神奈川県

日産自動車㈱

西 洋 料 理 銘苅　春喜 沖縄県 澤野　惇史 山口県 小野　　晋 福島県 小谷　勇三 山口県

ﾎﾃﾙ日航那覇ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ 山口県市町村職員共済組合防長苑 常磐興産㈱スパリゾートハワイアンズ 下関グランドホテル㈱

石原　阿弥 群馬県 武部　隆志 香川県 瀬和　正洋 福島県

群馬調理師専門学校 高松国際ホテル ㈱ヴィラ・イナワシロ

柄澤　智恵子 新潟県

国際調理製菓専門学校

造 園 久保　正伸 佐賀県 山口　貴大 佐賀県 安藤　諒太郎 福島県 吉田　祐介 鳥取県

㈱伊万里春光園 ㈲山真造園 安藤造園 ㈲辰巳園

藤﨑　賢博 山口県 佐々木　千枝子 宮崎県 割貝　竜也 茨城県

㈲岡部造園 南九州大学環境造園学部造園学科 (社)茨城県造園建設業協会
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第45回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

造 園

（ 前 頁 の 続 き ） 藤田　紳太郎 静岡県 藤田　竜次郎 静岡県 白石　勇人 福岡県

㈲富士造植園 ㈲富士造植園 ㈲若松緑地建設

山口　裕二 東京都

ヤマト造園

和 裁 小暮　美沙 群馬県 當眞　由衣 奈良県 須賀　直子 福岡県 下谷　知巳 福岡県

岡田和裁研究所 大原和服専門学園 浅井和裁専門学校 ㈱九州和装

二瓶　奈々 大分県 小島　奈々 新潟県 佐藤　由衣 青森県

梶原和裁 ㈱東亜 ㈲附田和裁研究所

寺野　章子 熊本県 熊谷　　瞳 青森県 正原　樹梨 福岡県

㈲上田和裁技術研究所 ㈲附田和裁研究所 浅井和裁専門学校

横関　里沙　 香川県

㈱原和裁研究所

赤松　香織 香川県

㈱原和裁研究所

今津　静香 徳島県

㈲荒川和裁学院

日 本 料 理 加納　淳三 群馬県 斎藤　恵一 茨城県 岡　　和也 愛知県 武部　貴紘 鳥取県

㈲ホテルきむら ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ なだ万名古屋東急ホテル店 ㈱旅館大橋

平見　照章 石川県 間野内　佳祐 新潟県 横江　倫子 京都府

㈱元湯石屋 にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん ㈲花かがみ

常松　咲世 島根県 垣内　基宏 東京都 清野　　桂 山形県

㈲竹野屋旅館 コンラッド東京 ㈱旅館古窯

木原　香織 福岡県 藤田　航平 大阪府

㈱なだ万福岡店 ㈱割烹　むろ多
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競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

日 本 料 理

（ 前 頁 の 続 き ） 森本　智哉 熊本県

㈱菊池観光ホテル

柴　　　優 千葉県

割烹　紫乃

岩　　文晴 静岡県

サンミ倶楽部㈱

佐藤　　篤 秋田県

㈱友愛ビルサービス

廣坂　慎也 滋賀県

大津プリンスホテル

黒木　俊治 兵庫県

四季の宿　旅籠

渡邊　智恵美 山口県

中村女子高等学校

レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス 梅本　康恵 滋賀県 奥田　奈央 大阪府 八木　尚子 新潟県 大池　博之 東京都

長浜ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル ㈱ホテルオークラ新潟 ㈱ひらまつ

阿部　湖十恵 東京都

服部栄養専門学校

車 体 塗 装 本田　佑樹 愛知県 岩下　好大 広島県 佐藤　浩章 群馬県

トヨタ自動車㈱ マツダ㈱ 富士重工㈱群馬製作所

冷 凍 技 術 芹沢　愛子 静岡県 五十嵐　政也 福島県 大井　俊介 静岡県 二見　佳祐 埼玉県

日立アプライアンス㈱清水事業所 福島県立会津高等技術専門校 日立アプライアンス㈱清水事業所 埼玉県立中央高等技術専門校

佐藤　瞬 宮城県

空調技工㈱
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競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

Ｉ Ｔ Ｐ Ｃ ネ ッ ト ワ ー ク 寺戸　大志 愛知県 吉田　年範 愛知県 池田　郁弥 茨城県 荒井　真也 山形県

㈱デンソー トヨタ自動車㈱ 茨城県立産業技術短期大学校 山形県立産業技術短期大学校

石井　浩平 愛知県 木下　英知 愛知県 柴沼　　寿 茨城県

トヨタ自動車㈱ ㈱デンソー 茨城県立産業技術短期大学校

板谷　郷司 東京都 水野　正人 静岡県

（学）電子学園　日本電子専門学校 （学）中村学園 専門学校静岡電子情報カレッジ

岩佐　　直 愛知県 仙入　　誠 大阪府

㈱デンソー ㈱コミューチュア

臼井　勝彦 愛知県 三浦　直紀 山形県

㈱デンソー 山形県立産業技術短期大学校

グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン 糸原　愛美 山口県 黒川　　愛 愛媛県 下河原　梓 北海道 書上　えり子 北海道

山口芸術短期大学 国際デザイン・アート専門学校 北海道立旭川高等技術専門学院 北海道立旭川高等技術専門学院

横山　絵梨 香川県

専門学校穴吹デザインカレッジ

情 報 技 術 平山　弘大 茨城県 大塚　琴乃 静岡県 伊藤　亮太 山口県 山根　廣明 山口県

茨城県立土浦産業技術専門学院 静岡県立沼津技術専門校 山口インフォメーション・カレッジ 山口インフォメーション・カレッジ

谷脇　　卓 山口県

山口インフォメーション・カレッジ

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工 岸野　義幸 東京都 上田　　　力 東京都 田中　佑季 埼玉県 中川　隆太郎 埼玉県

㈱関電工 大明㈱ ㈱協和エクシオ ㈱協和エクシオ

松本　高宏 大阪府 向後　勝夫 埼玉県 鵜殿　拓哉 大阪府

㈱きんでん大阪支社 ㈱協和エクシオ ㈱きんでん大阪支社

山田　友一 大阪府 新田　貴浩 大阪府

㈱きんでん大阪支社 ㈱きんでん大阪支社
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競技職種名 敢闘賞金賞 銀賞 銅賞

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工 四倉　　　正 大阪府

（ 前 頁 の 続 き ） ㈱コミューチュア

野瀬　茂紘 埼玉県

㈱協和エクシオ

ウ ェ ブ デ ザ イ ン 淺野　和也 東京都 小嶋　亮平 東京都 内山　史章 東京都 門前　麻理子 岩手県

㈱メンバーズ （学）電子学園　日本電子専門学校 （学）電子学園　日本電子専門学校 岩手県立産業技術短期大学校

柏木　美智子 東京都 齋藤　暢浩 大阪府

（学）電子学園　日本電子専門学校 コンピュータ総合学園HAL

大山　義夫 東京都 牧子　尚敬 神奈川県

（学）電子学園　日本電子専門学校 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校

細谷　朋宏 東京都

（学）電子学園　日本電子専門学校

板東　裕児 大阪府

コンピュータ総合学園HAL

浅井　仁美 愛知県

名古屋市立工芸高等学校

ア ニ メ ー タ ー 森藤　希子 東京都 楢崎　朝子 東京都 中澤　大起 東京都 武田　寛子 東京都

㈱東京アニメーター学院 東映アニメーション研究所 ㈱東京アニメーター学院 ㈱東京アニメーター学院

平田　薫子 東京都

東映アニメーション研究所

15/15


