
第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名

機 械 組 立 て  太田　勝博  愛知県  西森　光哉  愛知県  朝日　恭平  神奈川県  神長　佑太  茨城県 

 竹内　諒  大阪府  酒村　幹生  滋賀県  山下　大介  愛知県 

 榊原　渉  愛知県  欅田　侑亨  兵庫県  藤本　燎  静岡県 

 大原　昌和  新潟県 

 鈴木　要紀  茨城県 

 冷水　裕平  兵庫県 

 前原　將平  静岡県 

抜 き 型  髙峰　征希  愛知県  平野　凌佑  愛知県  岡田　裕哉  愛知県  太田　和希  埼玉県 

 出口　淳基  栃木県  沼田　篤史  茨城県  近藤　哲郎  愛知県 

 村山　周平  愛知県  梅崎　潤  愛知県  佐藤　正人  埼玉県 

 佐藤　大昂  埼玉県 

 星川　貴俊  栃木県 

 渡邊　公喜  愛知県 

 トヨタ自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱  富士電機エフテック㈱ 

 富士電機エフテック㈱ 

 ホンダエンジニアリング㈱ 

 三菱重工業㈱　高砂製作所 

 アスモ㈱ 

 ㈱デンソー  ㈱デンソー  富士電機エフテック㈱ 

 日立アプライアンス㈱　栃木事業所  日立アプライアンス㈱　多賀事業所  トヨタ自動車㈱ 

 三菱重工業㈱　高砂製作所  アスモ㈱ 

 パナソニック㈱　エコソリューションズ社　新潟工場 

 日鉄住金プラント㈱ 

 銅賞  敢闘賞 

 ㈱デンソー  アイシン精機㈱  いすゞ自動車㈱　藤沢工場  日鉄住金プラント㈱ 

 パナソニック㈱　アプライアンス社  アイシン精機㈱ 

 金賞  銀賞 

 ㈱デンソー 

 トヨタ自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 パナソニック㈱　モノづくり本部 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

精 密 機 器 組 立 て  小川　真徳  茨城県  内田　翔吾  茨城県  榛葉　泰幸  長野県  最上　拓  愛知県 

 沓名　佑太  愛知県  森浦　健  大阪府  渡辺　貴光  茨城県 

 藤﨑　信也  茨城県 

メ カ ト ロ ニ ク ス  北川　龍之介  愛知県  池村　隆弘  栃木県  丹羽　勝也  愛知県  伊藤　健朗  愛知県 

 藤原　拓真  愛知県  片岡　宏太  栃木県  牧野　進平  愛知県  平　裕介  愛知県 

 河野　太二  栃木県  柴田　雅仁  愛知県  立野　瑞樹  神奈川県 

 山本　浩之  栃木県  米村　美雄  愛知県  和田　大樹  神奈川県 

 伊藤　浩希  愛知県  沖野　勇気  神奈川県  岸上　尚哉  愛知県 

 平岡　智宏  愛知県  尾曲　隆一  神奈川県  徳山　侑孝  愛知県 

 亀田　圭悟  大阪府 

 千代澤　豊  大阪府 

 坂部　弘樹  愛知県 

 吉田　辰馬  愛知県 

 橋本　真樹  大阪府 

 古川　卓  大阪府 
 パナソニック㈱　モノづくり本部 

 ㈱デンソー 

 ㈱デンソー 

 パナソニック㈱　モノづくり本部 

 日産自動車㈱  ㈱豊田自動織機 

 パナソニック㈱　エコソリューションズ社　ものづくり革新本部 

 パナソニック㈱　エコソリューションズ社　ライティング事業グループ 

 トヨタ自動車㈱  日産自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱  日産自動車㈱ 

 ㈱ジェイテクト  日産自動車㈱  ㈱豊田自動織機 

 日立オートモティブシステムズ㈱　佐和事業所 

 トヨタ自動車㈱  ㈱豊田自動織機  ㈱ジェイテクト 

 トヨタ自動車㈱  ホンダエンジニアリング㈱  ㈱豊田自動織機  ㈱ジェイテクト 

 日立オートモティブシステムズ㈱　佐和事業所  日立オートモティブシステムズ㈱　佐和事業所  セイコーエプソン㈱  ㈱デンソー 

 ㈱デンソー  パナソニック㈱　モノづくり本部  日立オートモティブシステムズ㈱　佐和事業所 

 ㈱ジェイテクト 

 ホンダエンジニアリング㈱ 

 ホンダエンジニアリング㈱ 

 ホンダエンジニアリング㈱ 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

機 械 製 図  河合　敏宏  愛知県  藤田　明直  茨城県  伊丹　孝一  愛知県  天木　登洋尋  愛知県 

 増山　雅彦  神奈川県  小堀　勝久  愛知県  村上　平羽  茨城県 

 陶山　剛志  愛知県  荻野　広光  群馬県 

 小山　倫弘  神奈川県 

 五十嵐　謙太  茨城県 

 友森　厚宏  山口県 

旋 盤  石井　優介  愛知県  武井　翔哉  茨城県  石田　秋峰  茨城県  犬飼　裕太  愛知県 

 石井　浩二  愛知県  牛丸　奨尉  愛知県  下谷　宝生  茨城県 

 福山　翔吾  広島県  山田　拓志  山口県  岩瀬　文哉  愛知県 

 林　涼平  茨城県 

 天野　翔童  愛知県 

 松田　康汰  神奈川県 

 久保田　匠  愛知県 

 永田　雄大  愛知県 

 松岡　卓也  神奈川県 

 いすゞ自動車㈱　藤沢工場 

 東芝総合人材開発㈱ 

 アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 ㈱日立製作所　交通システム社　笠戸事業所  トヨタ自動車㈱ 

 ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 ㈱ジェイテクト 

 ㈱日立製作所　交通システム社　笠戸事業所 

 トヨタ自動車㈱  ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所  ㈱日立プラントテクノロジー　土浦事業所  アイシン精機㈱ 

 トヨタ自動車㈱  ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 ㈱豊田自動織機  ㈱ウエノテクニカ 

 日産自動車㈱ 

 ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所 

 小島プレス工業㈱  トヨタ自動車㈱  ㈱デンソー 

 日産自動車㈱  小島プレス工業㈱  ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所 

 アイシン精機㈱ 

 ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 マツダ㈱ 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

フ ラ イ ス 盤  奥村　康太  愛知県  魚見　尚史  愛知県  本田　彼方  神奈川県  岡崎　雄介  茨城県 

 鈴木　由貴  静岡県  高橋　真哉  神奈川県 

 宮澤　昌宜  愛知県  松本　功  福島県 

 武田　景介  茨城県 

構 造 物 鉄 工  山下　大輔  兵庫県  松野　譲  兵庫県  新井　大志  愛知県  境田　公一  神奈川県 

 塩本　悠介  兵庫県  次藤　翔平  神奈川県  永井　隆浩  愛知県 

 栗田　俊輔  茨城県  原田　和仁  神奈川県  藤原　諒祐  兵庫県 

 伊藤　京介  神奈川県 

電 気 溶 接  長谷　翔太  茨城県  猪股　雄基  愛知県  藤岡　羊平  愛知県  田上　裕平  山口県 

 小野寺　希  茨城県  高峰　拓也  兵庫県  藤田　和久  兵庫県 

 渡辺　拓也  兵庫県  原田　奨之  山口県  伊藤　章寿  茨城県 

 西山　勝巳  長野県 

 川合　哲也  茨城県 

 菊池　佑斗  茨城県 

 ㈱前田鉄工所 

 ㈱日立プラントテクノロジー　土浦事業所 

 ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所 

 ㈱豊田自動織機  ㈱日立製作所　交通システム社　笠戸事業所 

 三菱重工業㈱　神戸造船所  三菱重工業㈱　神戸造船所 

 三菱重工業㈱　高砂製作所  ㈱日立製作所　交通システム社　笠戸事業所  ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所 

 三菱重工業㈱　横浜製作所  ㈱豊田自動織機 

 三菱重工業㈱　横浜製作所  三菱重工業㈱　高砂製作所 

 三菱重工業㈱　横浜製作所 

 トヨタ自動車㈱  福島キヤノン㈱ 

 ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 三菱重工業㈱　神戸造船所  三菱重工業㈱　神戸造船所  ㈱豊田自動織機  東芝総合人材開発㈱ 

 トヨタ自動車㈱  日産自動車㈱  ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 日立アプライアンス㈱　清水事業所  日産自動車㈱ 

 ㈱日立プラントテクノロジー　土浦事業所 

 ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所  ㈱豊田自動織機 

 ㈱日立製作所　電力システム社　日立事業所 

 アイシン精機㈱ 

 三菱重工業㈱　神戸造船所 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

木 型  三品　和広  愛知県  小嶋　昭彦  愛知県  佐伯　将紀  愛知県 

 三戸　亜晃  愛知県 

自 動 車 板 金  山田　恭生  愛知県  新名　尚隆  神奈川県  柾屋　貴紀  神奈川県  市原　佑樹  愛知県 

 佐藤　和  埼玉県  清水　拓摩  愛知県  福　英仁  広島県 

 植田　祐貴  山口県  小嶋　哲史  埼玉県  佐藤　大地  神奈川県 

 山口　敬介  埼玉県 

 木村　翔  愛知県 

曲 げ 板 金  中島　貴志  広島県  益成　勇次  広島県  黒野　隆介  広島県 

配 管  中谷　尚平  新潟県  加藤　大輔  東京都  井野元　貴大  新潟県  菅原　尚久  群馬県 

 土田　育海  新潟県  小塚　秀平  東京都  奈良　崇雅  群馬県 

 山崎　敦弘  山口県  菅野　雄斗  宮城県 

 菅原　勇  岩手県 

 天草　健人  長野県 

 木下　彰吾  長野県 

 ㈱クサダ 

 杉村設備㈱ 

 西原工事㈱  ㈱ヤマト 

 ㈱桐田商会  ㈱相澤設備 

 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 

 トヨタ車体㈱ 

 マツダ㈱  マツダ㈱  マツダ㈱ 

 ㈱千代田設備  西原工事㈱  ㈱千代田設備  ㈱ヤマト 

 トヨタ自動車㈱  マツダ㈱ 

 マツダ㈱  ＵＤトラックス㈱  日産自動車㈱ 

 ＵＤトラックス㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱  日産自動車㈱  日産自動車㈱  トヨタ自動車㈱ 

 ＵＤトラックス㈱ 

 トヨタ自動車㈱  トヨタ自動車㈱ 

 ㈱千代田設備 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

電 子 機 器 組 立 て  鳥畑　慎  茨城県  目良　優也  茨城県  田川　侑宏  茨城県  薬師寺　紘  神奈川県 

 藤田　大輝  茨城県  草深　大貴  愛知県  桑田　翔太  愛知県 

 武田　祥汰  栃木県  中島　陽平  愛知県  谷畑　大輝  神奈川県 

 早川　大貴  愛知県 

 河合　祐輔  愛知県 

 田中　真実  栃木県 

 今井　拓馬  愛知県 

 山本　大貴  静岡県 

電 工  坂本　瑞義  兵庫県  露木　雄介  静岡県  竹内　翔  長野県  手柴　達人  長崎県 

 江頭　達也  佐賀県  野田　宗孝  香川県  永田　翔  広島県 

 石川　涼司  広島県  谷﨑　拓矢  香川県  嬉野　彰宏  佐賀県 

 田中　崚太  和歌山県 

 野村　泰平  福岡県 

 煎谷　義貴  兵庫県 

 渋鍬　優貴  滋賀県 

 ㈱きんでん　姫路支店 

 ㈱きんでん　滋賀支店 

 ㈱四電工  ㈱九電工 

 ㈱きんでん　和歌山支店 

 ㈱九電工 

 アスモ㈱ 

 ㈱きんでん　神戸支店  ㈱トーエネック　長野支店  ㈱九電工 

 ㈱九電工  ㈱四電工  ㈱中電工 

 ㈱デンソー 

 ホンダエンジニアリング㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱  トヨタ自動車㈱ 

 ㈱デンソー  日産自動車㈱ 

 トヨタ自動車㈱ 

 ㈱日立製作所　水戸事業所  ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部  キヤノン㈱  日産自動車㈱ 

 ㈱トーエネック　静岡支店 

 ホンダエンジニアリング㈱ 

 ㈱日立ハイテクノロジーズ　那珂地区生産本部 

 ㈱中電工 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

工 場 電 気 設 備  湯野　和樹  愛知県  井星　正章  愛知県  藤沢　皐駿  長野県 

石 工  本　翔平  愛知県  的場　誉永  愛知県 

 中島　雄大  愛知県 

左 官  中澤　大貴  長野県  藤平　惇希  東京都  松木　一真  新潟県  栗原　大輔  群馬県 

 川添　正平  茨城県  関矢　泰己  群馬県 

家 具  林　香  北海道  清水　歓太  神奈川県  吉家　謙太  岐阜県  西山　悠平  神奈川県 

 肥川　修士  長野県  窪田　智文  長野県  大久保　圭  長野県 

 永合　崇暉  東京都  石黒　走  北海道  赤澤　健斗  福島県 

建 具  福原　勇太  北海道  首藤　直紀  北海道  小林　勇樹  長野県 

建 築 大 工  小林　崇人  長野県  渡部　敦史  秋田県  渡邊　武士郎  北海道  五戸　虎太郎  埼玉県 

 岡本　悠希  千葉県  永岩　原野  千葉県  酒井　駿一  千葉県 

 三島　大和  長野県  河野　啓介  千葉県  二又　智洋  岩手県 

 中山　紘輔  長野県 

 宮本　翔平  長野県 

 栗山　卓也  千葉県 

 住友林業建築技術専門校 

 住友林業建築技術専門校  ㈲女澤工務店 

 ㈲山田工務店 

 長野県松本技術専門校 

 小林建具店 

 ㈲山田工務店  藤井工務店  ㈱ハウジング髙橋  ポラスハウジング㈿ 

 住友林業建築技術専門校  住友林業建築技術専門校 

 飛騨産業㈱  ㈲秋山木工 

 長野県上松技術専門校  南沢家具製作所  長野県上松技術専門校 

 清水建設㈱　東京木工場  ㈲加藤木工  ㈲赤澤木工所 

 石嶽石工業㈲ 

 石嶽石工業㈲ 

 中澤左官  ㈱大熊工業  ㈲関矢工業 

 ㈱根子左  野村左官店 

 ㈱デンソー  ㈱デンソー  オリオン機械㈱ 

 住友林業建築技術専門校 

 ㈲髙橋加工部  ㈱ハウジング髙橋 

 ㈱カンディハウス  ㈲秋山木工 

 ㈱守屋工業所 

 ㈱小林秋三郎商店 

 三島建築所 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

 増田　琢人  長野県 

 大西　裕也  埼玉県 

 関根　達也  岩手県 

 鈴木　洸  埼玉県 

 内藤　俊太  埼玉県 

貴 金 属 装 身 具  安田　亮  大阪府  青山　加織  愛知県 

フ ラ ワ ー 装 飾  佐々木　士将  長野県  水野　結月  長野県  久保田　一輝  静岡県  正海　友莉花  熊本県 

 熊谷　麻耶  長野県  菊川　裕幸  兵庫県  鶴賀　亜希  福岡県 

 北澤　仁美  長野県  永島　利奈  群馬県  勝見　萌絵  東京都 

 宮本　憂矢  兵庫県 

 小栗　早稀  岐阜県 

 福﨑　ちづる  広島県 

 髙橋　優花  京都府 

 総合フラワーデザイン専門学校 

 花安商店 

 フラワーブティック　アオタ  日本フラワーデザイン専門学校 

 岡山理科大学 

 岐阜県立国際園芸アカデミー 

 ㈱エス・ケイ花企画  フローラント  ㈱さくらフローリスト 

 ㈱ヌボー生花店  兵庫県立播磨農業高等学校  九州観光専門学校 

 ㈲タカラ住建 

 ポラスハウジング㈿ 

 ポラスハウジング㈿ 

 ㈱ツチクラ住建 

 ものつくり大学 

 ㈱ヌボー生花店 

 ㈲ジュエリークラフト　シュドウ 

 ㈱エス・ケイ花企画 

 ㈻水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

美 容  安　成美  茨城県  弓床　杏奈  奈良県  関　一馬  長野県  宮坂　正浩  長野県 

 池田　彩  長野県  吉村　舞  山口県  原　美奈未  長野県 

 岡本　岳  奈良県  間瀬　なつみ  愛知県  高山　涼太  長野県 

 香妻　里沙  岐阜県 

 坂上　雄成  山口県 

 三浦　恵子  山口県 

 濱田　沙弥香  石川県 

理 容  野澤　淳  長野県  三好　隆祐  福岡県  三本木　悠真  福島県  藤枝　龍也  茨城県 

 森　マユミ  神奈川県  丹野　舜斗  山形県 

 熊谷　恭平  神奈川県  島立　優香  長野県 

 鯉渕　弘輝  茨城県 

洋 裁  小林　冬美  福島県  藤村　享  岩手県  古閑　瑞葉  熊本県  工藤　美佳  岩手県 

 村木　栞  埼玉県  堀江　理沙  山口県  上中　麻見  熊本県 

 江嶋　みな  山口県 

 金丸　友里香  佐賀県 

 ファッションリゲルアカデミー 

 和洋学園専門学校  ㈱三和ドレス 

 中島洋裁  ㈻下関文化産業専門学校  和洋学園専門学校 

 ㈻下関文化産業専門学校 

 ㈱玄  トータルヘアカメトコ 

 ㈱玄  アラカワｈｏｍｍｅ 

 茨城県中央理容美容専門学校 

 ㈱カンダ　カンダ美容職業訓練校 

 ㈲オフィス・べっぴん 

 ㈲としの店  理容アンドウ  茨城県中央理容美容専門学校 

 ㈱タカミ  ㈲シガ美容室 

 ㈱サムソンウインズ　Ｓ＋Ｄ穂積店 

 ㈱カンダ　カンダ美容職業訓練校 

 ㈱ウーマン　水戸店  ㈲シガ美容室  ㈲シガ美容室 

 ㈲シャレンド  ㈱エミール  ㈲シャレンド 

 ㈻今泉学園　今泉女子専門学校  ㈱三和ドレス 

 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ　ｔｏｕｓｈｅｌ 

 橿原美容専門学校 

 橿原美容専門学校 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

洋 菓 子 製 造  佐々木　明日香  愛知県  増澤　梨紗子  長野県  山根　希歩  広島県  矢崎　渚  長野県 

 上原　理絵  広島県  松本　汀央  広島県  岡村　拓弥  広島県 

 北澤　嘉奈恵  新潟県  竹内　理恵  愛知県 

 平田　志朗  広島県 

 湯田坂　亮太  長野県 

 岸井　貴仁  広島県 

 德地　愛美  愛知県 

自 動 車 工  横澤　晃平  神奈川県  髙見澤　和貴  神奈川県  菅　隆介  神奈川県 

西 洋 料 理  松本　大地  広島県  小渕　美佐緒  群馬県  服部　拓郎  静岡県  中澤　秀斗  長野県 

 二井　宏章  山口県  野口　美保  福島県  髙橋　真輝  広島県 

 土田　亜美  新潟県 

 村上　歩実  広島県 

 池田　健太  長野県 

 中原　悠佑  新潟県 

 川久保　晃  新潟県 
 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 

 リーガロイヤルホテル広島 

 ㈱哲學長野 

 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 

 静岡ターミナルホテル㈱  ㈱松本東急イン 

 郡山ビューホテル㈱  ㈱ホライズン・ホテルズ　広島ホテル事業所 

 国際調理製菓専門学校 

 ㈻古沢学園都市学園大グループ　広島製菓専門学校 

 名古屋製菓専門学校 

 日産自動車㈱  日産自動車㈱  日産自動車㈱ 

 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん  名古屋製菓専門学校 

 ㈻原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

 ㈲ヌーベル梅林堂 

 名古屋製菓専門学校  松本調理師製菓師専門学校  ㈻原田学園　広島酔心調理製菓専門学校  ㈱菓匠Ｓｈｉｍｉｚｕ 

 ㈻古沢学園都市学園大グループ　広島製菓専門学校  ㈻原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

 山口県市町村職員共済組合　防長苑 

 広島県立総合技術高等学校  ㈻山崎学園　群馬調理師専門学校 

 ㈻原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

10／13



第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

造 園  赤尾　英亮  長野県  木下　忠亮  佐賀県  石見　康文  奈良県  内田　勇気  山口県 

 赤尾　承起  長野県  三原　諒馬  佐賀県  神藤　司  奈良県  植村　和也  山口県 

 湯本　光  長野県  白石　拓也  福岡県  楠瀬　勇  大阪府 

 鈴木　幸  長野県  上原　勇俊  福岡県  中辻　勇輝  大阪府 

 立原　祥太  茨城県  塚田　滉大  新潟県 

 菱沼　翔太  茨城県  中野　敬介  新潟県 

和 裁  小林　弥生  茨城県  柴﨑　知佳  群馬県  及川　ひかる  茨城県  佐伯　香桜里  広島県 

 古河和装  群馬和裁専門学院  古河和装  ㈱武田 

 熊谷　優  静岡県  鳥山　智佐子  京都府  丹　優美子  香川県 

 吉田　里菜  京都府  北原　和奈  静岡県 

日 本 料 理  正覺　泰弘  和歌山県  稲葉　優太  栃木県  臼井　彩  長野県  杉安　進之介  兵庫県 

 仲川　和馬  大阪府  河口　甚馬  東京都  鎌倉　楓  新潟県 

 幸崎　竜也  和歌山県  井上　貴憲  鳥取県  藍葉　豊  長野県 

 陣川　美樹  京都府 

 齋藤　文子  山口県 

 林　龍佑  富山県 

 ㈲花かがみ 

 中村女子高等学校 

 富山勤労総合福祉センター　とやま自遊館 

 茶々  鬼怒川グランドホテル㈱  公立学校共済組合長野宿泊所　ホテル信濃路  四季の彩り　旅篭 

 ㈱むろ多  水月ホテル　鷗外荘  国際調理製菓専門学校 

 茶々  ㈱芙蓉別館  チサングランド長野 

 辻村和服専門学校  ㈲足立和裁研究所  ㈱原和裁研究所 

 有樹和裁専修学校  辻村和服専門学校 

 ㈱第一緑地  ㈲若松緑地建設  大阪府立園芸高等学校 

 茨城県造園技能士会  ㈱英香園 

 茨城県造園技能士会  ㈱英香園 

 ㈲アートランド  奈良県立磯城野高等学校  ㈱髙山造庭園 

 ㈲アートランド  奈良県立磯城野高等学校  山口県立宇部西高等学校 

 ㈲信州緑地  ㈲若松緑地建設  大阪府立園芸高等学校 

 ㈱葉隠緑化建設 

 ㈱葉隠緑化建設 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

 中野　準  石川県 

 山本　美和  兵庫県 

レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス  今泉　友里  宮城県  網倉　南斗  長野県  清水　悠花  長野県  吉田　賢志  神奈川県 

 村澤　瞳  長野県 

 鎌倉　千晃  京都府 

車 体 塗 装  井上　航希  愛知県  治田　広大  愛知県  山﨑　麗  広島県 

 山下　駿紀  長野県 

冷 凍 空 調 技 術  清水　一輝  静岡県  岩月　亜弥  長野県  前田　直人  静岡県  横田　岬  長野県 

 馬場　哲志  長野県  村澤　健介  長野県  前澤　希歩  長野県 

 東方　佑樹  長野県  寺井　貴大  栃木県 

ITネットワークシステム管理  西出　拓矢  愛知県  高宗　雄介  愛知県  山中　涼輔  東京都  小林　雅広  東京都 

 橘　勇次  愛知県 

 山下　美鈴  愛知県 

 トヨタ自動車㈱ 

 オリオン精工㈱  ㈱ヤマト 

 トヨタ自動車㈱  トヨタ自動車㈱  ㈱エヌ・ティ・ティ　エムイー  ㈱エヌ・ティ・ティ　エムイー 

 トヨタ自動車㈱ 

 ㈲加藤自動車板金工業 

 日立アプライアンス㈱　清水事業所  オリオン機械㈱  日立アプライアンス㈱　清水事業所  オリオン機械㈱ 

 オリオン機械㈱  オリオン機械㈱  オリオン精工㈱ 

 中田製絲㈱　シルクホテル 

 ㈱ジェイアール西日本ホテル開発 

 トヨタ自動車㈱  トヨタ自動車㈱  マツダ㈱ 

 割烹みや川　㈲みや川 

 ㈱井筒屋 

 仙台国際ホテル  ㈱サンティア　ＲＡＫＯ華乃井ホテル  ㈱ホテルメトロポリタン長野  横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 
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第５０回技能五輪全国大会入賞者

競技職種名  銅賞  敢闘賞  金賞  銀賞 

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工  宇都宮　晋平  大阪府  江口　伸之介  長野県  望月　将太  埼玉県  阿部　良孝  大阪府 

 村上　正  東京都  福島　和幸  東京都  福脇　隆博  大阪府 

 德田　悠祐  大阪府  楠木　健斗  埼玉県  坪井　智也  東京都 

ウ ェ ブ デ ザ イ ン  井口　瑛美子  長野県  冨田　慎太郎  東京都  吉田　令生  東京都  久　柚香子  神奈川県 

 町田　広義  東京都  髙山　修平  神奈川県  川見　将崇  神奈川県 

 土方　涼平  神奈川県  須藤　翔太  神奈川県  冨田　茉里  愛知県 

と び  桐生　真一  新潟県  新里　靖  埼玉県  斎藤　裕  新潟県  松川　広大  千葉県 

 宮本　凌  山口県  岸波　舜  埼玉県  嶋田　裕太  埼玉県 

 岡田　章也  長野県 

時 計 修 理  西中　卓也  長野県  中野　祐希  長野県  髙谷　愛実  東京都 

 ㈲岡田興業 

 セイコーエプソン㈱  セイコーエプソン㈱  セイコーサービスセンター㈱ 

 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校  総合学園ヒューマンアカデミー横浜校  ㈻専門学校ＨＡＬ名古屋 

 新建ビルド㈱  ものつくり大学  新建ビルド㈱  向井建設㈱ 

 ㈲栗栖工業  埼玉県立大宮工業高等学校  ものつくり大学 

 ㈱きんでん　大阪支社  ㈱協和エクシオ  ㈱関電工 

 セイコーエプソン㈱  ㈻電子学園　日本電子専門学校  ㈻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 

 ㈻電子学園　日本電子専門学校  ㈻岩崎学園　情報科学専門学校  総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

 ㈱きんでん　大阪支社  ㈱ＴＯＳＹＳ  ㈱協和エクシオ  ㈱きんでん　大阪支社 

 ㈱関電工  ㈱関電工  ㈱きんでん　大阪支社 
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