
（別紙２）

国･地域 選手

1 ポリメカニクス 14 14 韓国 ドイツ、ブラジル、日本 ― オーストリア、オランダ、スイス、リヒテンシュタイン、フィンランド 銀メダル

2 情報ネットワーク施工 11 11 日本 韓国 シンガポール ベトナム 金メダル

3 製造チームチャレンジ 8 24 日本 フランス オーストラリア ― 金メダル

4 メカトロニクス 31 62 日本、ブラジル ― スウェーデン、韓国 スイス、オランダ、ドイツ、ノルウェー、チャイニーズタイペイ、マカオ、フィンランド、カナダ、マレーシア、タイ、イギリス 金メダル

5 機械製図CAD 20 20 ブラジル シンガポール スイス、イギリス、日本 オーストリア、韓国、中国、カナダ、オランダ、フィンランドインドネシア 銅メダル

6 CNC旋盤 19 19 日本、タイ、韓国 ― ― ブラジル、チャイニーズタイペイ、ドイツ、オーストリア、中国、スイス、スウェーデン 金メダル

7 CNCフライス盤 19 19 日本、韓国 ― リヒテンシュタイン、ブラジル スイス、中国、シンガポール、チャイニーズタイペイ、ポルトガル 金メダル

8 抜き型 8 8 韓国 タイ チャイニーズタイペイ インドネシア、オーストリア 8位

9 ビジネス業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 21 21 シンガポール ブラジル、韓国 ― カナダ、イラン、ＵＡＥ、オーストラリア、スイス、ベトナム、インドネシア、フィンランド、サウジアラビア 20位

10 溶接 31 31 韓国 アメリカ、中国、オーストラリア ブラジル、イギリス オランダ、日本、タイ、イラン、カナダ、チャイニーズタイペイ、フランス、スウェーデン、ニュージーランド、オーストリア、インドネシア 8位（敢闘賞）

11 印刷 11 11 日本 フィンランド ベルギー ドイツ、フランス、デンマーク 金メダル

12 タイル張り 20 20 スイス ドイツ オーストリア、南チロル・イタリア、韓国 ブラジル、タイ、フランス、オランダ、チャイニーズタイペイ、インドネシア、オーストラリア、香港、スウェーデン ―

13 自動車板金 15 15 日本 デンマーク、チャイニーズタイペイ、イギリス ― 韓国、カナダ、ノルウェー、オーストラリア、フランス 金メダル

14 航空機整備 7 7 アイルランド フィンランド カナダ ― ―

15 配管 26 26 イギリス オーストリア、スイス ― 日本、ドイツ、韓国、フランス、スペイン、ニュージーランド、南チロル・イタリア、オーストラリア、アイルランド、タイ　他１ 4位（敢闘賞）

16 電子機器組立て 19 19 ブラジル チャイニーズタイペイ、スイス ― 韓国、日本、フィンランド、ベトナム 5位(敢闘賞)

17 ウェブデザイン 27 27 ブラジル 韓国 マカオ イギリス、イラン、中国、チャイニーズタイペイ、シンガポール、日本、ベトナム、スイス、スウェーデン、インドネシア 8位(敢闘賞)

18 電工 30 30 スイス、アイルランド、オーストラリア ― 韓国、ノルウェー イギリス、ポルトガル、スウェーデン、日本、フィンランド、チャイニーズタイペイ、フランス、ブラジル、カナダ、ベルギー　他３ 9位(敢闘賞)

19 工場電気設備 25 25 韓国 日本 スイス ブラジル、オーストラリア、オランダ、シンガポール、ドイツ、フランス、オーストリア、チャイニーズタイペイ、フィンランド　他１ 銀メダル

20 れんが積み 24 24 デンマーク、イギリス ― 南チロル・イタリア、オーストラリア、スイス 韓国、オーストリア、カナダ、フィンランド、インドネシア、フランス、ベトナム、ドイツ、ニュージーランド ―

21 左官 10 10 アイルランド 韓国 スイス 日本、イギリス、チャイニーズタイペイ 4位（敢闘賞）

22 広告美術 15 15 オーストリア、デンマーク ― チャイニーズタイペイ、フィンランド スイス、スウェーデン、韓国、フランス、オーストラリア ―

23 移動式ロボット 15 30 韓国 日本 インドネシア シンガポール、イラン、ブラジル、カナダ 銀メダル

24 家具 23 23 ドイツ スイス カナダ、フランス、韓国 南チロル・イタリア、フィンランド、オーストラリア、インドネシア、ニュージーランド、エストニア、チャイニーズタイペイ 15位

25 建具 18 18 韓国 スイス イギリス インドネシア、オーストリア、フランス、ドイツ、チャイニーズタイペイ 14位

26 建築大工 15 15 韓国 フランス、日本 ドイツ イギリス、オーストリア、オランダ、デンマーク、南チロル・イタリア 銀メダル

27 貴金属装身具 15 15 韓国、ブラジル ― 日本、フランス ポルトガル、フィンランド、イラン、タイ、オーストラリア 銅メダル

28 フラワー装飾 18 18 韓国 チャイニーズタイペイ フィンランド スウェーデン、ノルウェー、タイ、イギリス、マカオ、フランス 12位

29 美容／理容 25 25 フランス 韓国 オーストラリア、フィンランド 中国、イギリス、タイ、デンマーク、カナダ、シンガポール、スウェーデン、チャイニーズタイペイ、アメリカ 20位

30 ビューティーセラピー 20 20 シンガポール フィンランド カナダ 香港、フランス、オーストラリア、韓国、マレーシア、イギリス、アイルランド、タイ、スイス、スウェーデン 14位

31 洋裁 17 17 スイス マカオ、チャイニーズタイペイ、タイ ― ベトナム、フィンランド、カナダ、インドネシア、韓国、フランス、日本、イギリス 11位(敢闘賞)

32 洋菓子製造 18 18 フランス、日本、オーストリア ― スイス、韓国 ブラジル、チャイニーズタイペイ、イギリス、フィンランド、デンマーク、カナダ、南チロル・イタリア 金メダル

33 自動車工 29 29 スイス、日本 ― イギリス チャイニーズタイペイ、韓国、アメリカ、オーストラリア、フィンランド、アイルランド、南チロル・イタリア、フランス、スウェーデン、カナダ　他５ 金メダル

34 西洋料理 31 31 イギリス、ノルウェー ― オーストリア ブラジル、タイ、ニュージーランド、スウェーデン、カナダ、ドイツ、スイス、韓国、チャイニーズタイペイ、ベトナム、日本　他５ 15位(敢闘賞)

35 レストランサービス 23 23 スイス オーストラリア、フィンランド ― ノルウェー、フランス、アイルランド、ドイツ、オーストリア、シンガポール、カナダ、スウェーデン、イギリス、ブラジル 21位

36 車体塗装 17 17 韓国 オーストラリア イギリス、スウェーデン、カナダ、ノルウェー デンマーク、フランス、ニュージーランド、フィンランド 12位

37 造園 16 32 スイス スウェーデン、イギリス ― 南チロル・イタリア、ノルウェー、ドイツ、オーストリア、フランス、日本、オーストラリア 9位(敢闘賞)

38 冷凍空調技術 25 25 ブラジル オーストラリア 韓国、オランダ、イギリス、日本、チャイニーズタイペイ 香港、マレーシア、アイルランド、スイス、カナダ、タイ 銅メダル

39 ITネットワークシステム管理 27 27 シンガポール、日本 ― イラン スイス、マレーシア、フランス、フィンランド、ハンガリー、韓国、ブラジル、コロンビア、ドイツ、オーストリア、カナダ 金メダル

40 グラフィックデザイン 25 25 南チロル・イタリア ブラジル、フランス ― 韓国、フィンランド、シンガポール、カナダ、イギリス、インドネシア、スペイン、ベルギー、オーストラリア 19位

41 看護 13 26 シンガポール フィンランド、スウェーデン ― オランダ、ブラジル、ノルウェー ―

42 構造物鉄工 9 9 オーストリア スイス フランス オーストラリア 7位

43 曲げ板金 7 7 チャイニーズタイペイ、韓国 ― 日本 オーストラリア 銅メダル

D1 ビジュアル販売促進 4 4 イギリス オランダ シンガポール ― ―

D2 クリエイティブモデリング 6 6 日本、タイ ― スイス フィンランド、インドネシア 金メダル

HM1 石工 7 7 フランス、イギリス ― 韓国 スイス ―

合計（46職種） 834 925
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