
第３１回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

技能競技種目

ようさい まつもと　やよい たき　ことよ

松本　弥生 瀧　こと代

か　ぐ てらだ　もとき こばやし　かずお

寺田　元貴 小林　一男

にしさこ　しんぺい さとう　すすむ しらかわ　あつし

西佐古　晋平 佐藤　進 白川　敦司

きたやま　ひろし おかもと　ひでき

きかい 北山　寛 岡本　英樹

機械ＣＡＤ

たかだ　かずゆき

高田　和幸

けんちく さかのうえ　やすなり さだみつ　よしまさ

坂上　康成 貞光　吉政

でんし  き  き  くみたて いがらし　あきひろ はら　ともひさ やまうち　じゅん

五十嵐　彰宏 原　朋久 山内　淳

でんし かいろ せつぞく いちげ　たかはる のむら　ひろし

市毛　孝治 野村　寛
該当なし 該当なし

株式会社日立製作所　情報制御システム社 社会福祉法人自立奉仕会　茨城福祉工場

該当なし

－ －－

該当なし

該当なし 該当なし

該当なし 該当なし

該当なし

電子機器組立

株式会社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　那珂事業所 東芝電波プロダクツ株式会社 株式会社デンソー大安製作所

茨城県 茨城県電子回路接続

鹿児島障害者職業能力開発校 自営

茨城県 神奈川県 三重県

株式会社三重データクラフト

鹿児島県 山口県 該当なし

該当なし

建築ＣＡＤ

アイシン精機株式会社半田工場 ヤンマー株式会社

三重県

ＤＴＰ

広島市役所 ＳＭＢＣグリーンサービス株式会社 株式会社旭化成アビリティ水島営業所

愛知県 滋賀県 該当なし

長崎県立ろう学校 －

広島県 大阪府 岡山県

洋裁

天草市役所　中央福祉保健センター コトヨ洋服店

長崎県 茨城県家具

金賞 銀賞 銅賞 努力賞

熊本県 静岡県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

ぎ　し いしかわ　よしのぶ たかはし　しょうた おおはし　ひろし

石川　芳伸 高橋　将太 大橋　浩

まつもと　たけし あおつか　こうじ やまぐち　まさひろ なかはら　ひろし

し  か  ぎこう 松本　毅 青塚　好次 山口　将弘 中原   寛

歯科技工

ふるかわ　こういち

古川　晃一

つちや　てつろう かわさき　よしみ もりしま　あきふみ かじはら　ゆかり

土屋　哲朗 川﨑　好美 森島　章文 梶原　由香利

ふかさわ　けんと

深澤　謙人

かどた　まさゆき やお　なおこ すずき　たけひと かとう　ようすけ

門田　雅行 八百　奈央子 鈴木　猛仁 加藤　陽介

まえだ　はつひろ おおうち　かずよし しもだ　かずまさ

前田　初博 大内　一義 下田　和正

あわさき　たかゆき いとう　ひろのぶ やまね　かずと はやし　りゅうぞう

粟崎　高行 伊藤　博重 山根　和人 林　隆三

わたり　えみこ

渡　恵美子 －

データベース

－
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 株式会社日立製作所　日立事業所

茨城県

ホームページ

－ －

該当なし

ＮＥＣソフト株式会社

オムロンパーソネル株式会社 株式会社パナソニックモバイル開発研究所 株式会社旭化成アビリティ水島営業所 富士ソフト企画株式会社　長崎営業所

東京都

  ー

京都府 宮城県 岡山県 長崎県

アジリティシステム株式会社 新日本製鐵株式会社　広畑製鐵所 株式会社日立製作所　情報制御システム社 株式会社ヤマハアイワークス

広島県 高知県

愛媛県 兵庫県 茨城県 静岡県

群馬県立二葉高等養護学校

ワード・プロセッサ

－ － －

東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社 ＪＦＥアップル西日本株式会社 － 株式会社ジェック経営コンサルタント

群馬県

株式会社ジーシー

東京都 広島県 静岡県 富山県

和田精密歯研株式会社　東京事業所 大槻歯科医院 鶴見大学歯学部 デンタルラボ ナカハラ 

千葉県
－ －－

義肢

株式会社幸和義肢研究所 有限会社Ｐ．Ｏ．サポート 有限会社木村義肢工作研究所

東京都 茨城県 神奈川県 山口県

茨城県 群馬県 神奈川県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

　　　　　　　　くみたて みやもと　しんいち はらだ　だい はたけやま　まさる

宮本　進一 原田　大 畠山　　優

たなか　みちよ かじはら　なつき いわいえ　ひろよし こばやし　つかさ

田中　路代 梶原　夏樹 岩家　洋好 小林　司

かわさき　あきや

川崎　皓也

こばやし　たつや あんなか　やすお おくの　まさと わしお　たかひろ

小林　達也 安中　康雄 奥野　真人 鷲尾　隆弘

さかもと　まもる

坂本　守

ぬのかわ　さとし あかほし　さとし たにざわ　あきひこ かわた　よしこ

　　　　　　　　そうさ 布川　智 赤星　聡視 谷澤　明彦 川田　良子

パソコン操作

あんどう　ひさし

安藤　久志

　　　　　　　　　　　　　 にゅうりょく こんない　おきひろ きたじま　なおき わたなべ　ちさき

近内　沖尋 北島　直樹 渡辺　千咲

ビルクリーニング

－－－

－－－

該当なし

該当なし 該当なし 該当なしコンピュータプログラミング

株式会社サンネット富久山事業所 国立職業リハビリテーションセンター 大阪市職業リハビリテーションセンター

株式会社旭化成アビリティ水島営業所

福島県 埼玉県 大阪府 該当なしパソコンデータ入力

ユニバーサル特機株式会社 国立職業リハビリテーションセンター 滋賀県立玉川高等学校 鹿沼市役所

岡山県

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

京都府 埼玉県 滋賀県 東京都

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 特定非営利活動法人セイセイ生き生きクラブ 社会福祉法人げんき　はにわの会　仲間の家 長野県長野養護学校高等部更級分教室

茨城県

株式会社旭化成アビリティ水島営業所

茨城県 静岡県 宮崎県 長野県

住友林業株式会社 障害福祉サービス事業所　とまと園 はーとぴあ創造 しののい福祉会ポーチ有旅の丘

岡山県

パソコン組立

自営 熊本県教育委員会事務局　福利厚生課 医療法人健会　高知検診クリニック

神奈川県 香川県 鳥取県 長野県フラワーアレンジメント

山口県 熊本県 高知県



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

もくた　はるか みながわ　ゆま まえだ　あきえ もりもと　たみこ

ほうせい 杢田　悠 皆川　夢磨 前田　章江 森本　多美子

縫製

おかだ　しょう

岡田　翔

もっこう おおはし　まさき ゆやま　ふみと もり　ごうゆう

大橋　正貴 湯山　文都 森　豪勇

ふじおか　かよ よねむら　たかし やすむろ　みつよ

きっさ 藤岡　佳代 米村　高志 安室　光代

喫茶サービス

つがみ　なな たなか　さき

津上　銘奈 田中　沙季

該当なし

－－ －

愛知県春日台職業訓練校 静岡県立あしたか職業訓練校

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」　 埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園

社会福祉法人カナンの園　地域活動支援センターハピネス ダイヤモンドホール 株式会社スワン　赤坂店

福岡県 埼玉県
－－

木工

茨城県立水戸高等養護学校 静岡県立あしたか職業訓練校 鹿児島障害者職業能力開発校

岩手県 茨城県 東京都

茨城県立水戸高等養護学校

茨城県 静岡県 鹿児島県 該当なし

熊本菊陽学園 社会福祉法人明照福祉会　知的障がい者授産施設　那珂の郷

茨城県

愛知県 静岡県 熊本県 宮崎県


