
第３３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 こくら　みつお あなみず　ひろみ

小倉　光男 穴水　洋美

 か　ぐ なかざわ　ゆうすけ おおの　こうすけ

中澤　優介 大野　公輔

つづき　ひろし ふくしま　れいこ とくえ　さだし

都築　弘 福島　麗子 徳江　真史

きかい たおか　やすのり たかだ　かずゆき きむら　のぶたか たなか　のりこ

田岡　康徳 高田　和幸 木村　信隆 田中　紀子

きかい むらの　たいち

村野　太一

けんちく きした　まなぶ むらかみ　ていこ

木下　学 村上　貞子

けんちく ほった　こうだい

堀田　浩大

でんし  き   き   くみたて おおの　ゆりえ あいざわ　ゆういち とみた　あきお

大野　友里江 鮎澤　優一 富田　秋男

でんし  かいろ  せつぞく むかいやま　まさし よこうち　しょういち

向山　雅士 横内　庄一

 ぎ　し さかもと　つとむ かがわ　たかひろ

坂本　勉 香川　貴宏

  し  か  ぎこう むらかみ　ゆうたろう こんの　みよこ みつい　さとし

村上　祐太郎 今野　みよ子 三井　悟

もりしま　あきふみ おびなた　ゆきひろ ふじはら　みほ あしざわ　しげお

森島　章文 小日向　教博 冨士原　美朋 芦沢　茂夫

さかもと せいの　あきひと

坂本　まどか 清野　明仁

ふくま　てつじ

福間　哲志

金賞 銀賞 銅賞 努力賞

長野県 山梨県

長野県長野ろう学校 愛知県立名古屋聾学校

愛知県 熊本県 京都府

洋裁

株式会社みつばクリーン 有限会社杉田ドレス

長野県 愛知県家具

アイシン精機株式会社 株式会社三重データクラフト ＤＩＣ株式会社 広島障害者職業能力開発校

愛媛県

ＤＴＰ
中電ウイング株式会社 身体障害者ソフトウェア開発訓練センター 株式会社石田大成社

愛知県 三重県 千葉県 広島県
機械ＣＡＤ

国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 物産不動産株式会社

愛知県

機械ＣＡＤ
三浦工業株式会社

鹿児島県 東京都
建築ＣＡＤ

株式会社デンソー 安城製作所 野村ユニソン株式会社 株式会社日立ハイテクノロジーズ 那珂地区生産本部

長野県 長野県

建築ＣＡＤ
愛知障害者職業能力開発校

愛知県 長野県 茨城県
電子機器組立

株式会社中礼義肢製作所 株式会社松本義肢製作所

千葉県 愛知県 東京都

電子回路接続
エプソンミズベ株式会社 エプソンミズベ株式会社

鹿児島県 愛知県
義肢

― 株式会社長野協同データセンター 三菱重工業株式会社 エンジニアリング本部 芦沢プリント

愛知県 青森県

歯科技工
総合病院国保旭中央病院 株式会社フィーヌ 和田精密歯研株式会社

静岡県 長野県 兵庫県 山梨県
ワード・プロセッサ

社会福祉法人くるみ会 障害者自立支援施設くるみ

ワード・プロセッサ
愛知県立豊橋聾学校 日本原燃株式会社

北海道
ワード・プロセッサ



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞
なかやま　たろう おおうち　かずよし あさだ　けんじ しもだ　かずまさ

中山　太郎 大内　一義 淺田　健司 下田　和正

おがわ　ゆうた

小川　裕太

かんの　あきこ たきうち うちだ　こうすけ

菅野　明子 瀧内　さとみ 内田　康介

とうじょう　よしあき

東條　吉晃

　　　　　　　　くみたて かつした　てつあき あかち　かずのり はらだ　だい

勝下　哲明 赤地　和典 原田　大

　　　　　　　　くみたて おおさわ　さとる

大澤　智

やまぐち やまざき　はなみ にき　まさこ

山口　めぐみ 山﨑　花美 仁木　昌子

かどた　まさゆき しみず　さとし

門田　雅行 清水　敏

おくの　まほ すずき　ひさよし しらくら　さよ おいかわ　こうじ

奥野　眞穂 鈴木　久良 白倉　紗美 及川　功二

おおたに　あきひろ さこい　ゆきな たかはし　こうた

大谷　晃弘 迫井　雪名 高橋　康太

おかざき　はるか あべ　あかね

岡﨑　悠 阿部　茜

せいひん ふじい　まさひろ こばやし　しゅんた えんどう　えりこ わきもと　しゅんた

藤井　将大 小林　駿太 遠藤　恵里子 脇本　俊太

せいひん こばやし

小林　ひかり

 きっさ ほりえ　かずあき むらた　ゆかり まつお　ひであき わだ　あゆみ

堀江　和明 村田　紫 松尾　英昭 和田　亜弓

 きっさ ふじなが　ともこ やまそと　すずか

藤永　智子 山外　涼花

 きっさ やまもと　しのぶ

山本　忍

熊本県 茨城県 埼玉県 高知県

ギフ福祉ネットワーク東部

宮城県 長野県 滋賀県

データベース
株式会社アクセルコミュニケーションズ 株式会社日立製作所 電力システム社 国立職業リハビリテーションセンター せるぽ株式会社

岐阜県
データベース

株式会社ウィルハーツ

静岡県 千葉県 熊本県

ホームページ
東北リコー株式会社 社会福祉法人ながのコロニー 長野福祉工場 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション

大阪府
ホームページ

社会福祉法人信濃の星 はたらくぴあっと

愛知県 長野県 香川県

パソコン組立
東洋製罐株式会社静岡工場 ― 熊本県八代地域振興局

長野県
パソコン組立

アジリティシステム株式会社 社会福祉法人信濃の星 生活介護事業所ぴあっと

京都府 長野県 福岡県 岩手県

フラワーアレンジメント
愛知県立名古屋聾学校 長野県長野養護学校 身体障害者福祉センターコスモス園

愛媛県 長野県
コンピュータプログラミング

株式会社互幸ワークス 株式会社不二ビルサービス 宮城県立支援学校 岩沼高等学園

岡山県 和歌山県

ビルクリーニング
株式会社トクナガ 株式会社ビジニナル・サービスセンター 北九州市立特別支援学校 北九州中央高等学園 岩手県立盛岡峰南高等支援学校

神奈川県 広島県 宮城県
ビルクリーニング

ＴＨＫ株式会社 山口工場 チャレンジ・松本 サンアクアＴＯＴＯ株式会社 就業継続支援B型事業 ひらい園

鳥取県

ビルクリーニング
岡山県立岡山瀬戸高等支援学校 和歌山大学教育学部附属特別支援学校

山口県 長野県 福岡県 愛媛県
製品パッキング

株式会社ドン・キホーテ 石窯パン工房ドロシー 熊本市役所 高知県庁

大分県 福岡県

製品パッキング
株式会社ジャパンディスプレイウェスト

京都府 島根県 熊本県 高知県
喫茶サービス

富山県立雄峰高等学校

喫茶サービス
― 北九州市立特別支援学校 北九州中央高等学園

富山県
喫茶サービス



技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞
おかだ　ようすけ わち　ともあき せきぐち　はるみ

岡田　洋介 和地　智明 関口　陽未

　　　　　　　　そうさ たにざわ　あきひこ ひがし　やすひろ たぐち　みえこ おだなか　ともみ

谷澤　明彦 東　康弘 田口　美恵子 小田中　朋美

　　　　　　　　そうさ とみた　うちゅう

富田　宇宙

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく えんどう　しゅん おかもと　たかし ながき　かずたか ふじしま　あみ

遠藤　隼 岡本　貴志 長喜　一貴 藤嶋　亜美

ほうせい おかだ　しょう すずき　ゆか いちのせ　ひろき

岡田　翔 鈴木　結香 市ノ瀬　大輝

もっこう うえだ　たかし もりやま　ゆうき えさき　しょう

上田　敬士 森山　勇気 江﨑　奨

もっこう きくち　まなぶ

菊地　学

神奈川県 東京都 長野県

滋賀県立玉川高等学校 ― 株式会社ＥＯＳファーム 株式会社ジャスター

東京都

オフィスアシスタント
株式会社日立ゆうあんどあい 株式会社富士電機フロンティア 東京事業所 社会福祉法人廣望会 アトリエCoCo

滋賀県 大阪府 千葉県 岩手県
パソコン操作

埼玉県立特別支援学校 さいたま桜高等学園 社会福祉法人山口県コロニー協会 社会福祉法人いわみ福祉会 ワークくわの木 熱田事業所 愛知県立安城養護学校

茨城県 愛知県 長野県

パソコン操作
キヤノンソフトウェア株式会社

埼玉県 山口県 島根県 愛知県
パソコンデータ入力

縫製
イオンリテール株式会社 ジャスコ常陸大宮店 愛知県春日台職業訓練校 長野県松本養護学校

滋賀県 愛知県 熊本県
木工

木工
株式会社青木家具製作所

滋賀県立長浜高等養護学校 愛知県春日台職業訓練校 社会福祉法人アバンセ 多機能事業所カサ・チコ

岩手県


	競技別入賞者

