
（別紙１）

（敬称略）
職
種
№

職種名 氏名 性別 所属先名 成績

Polymechanics/Automation

ポリメカニクス

Information Network Cabling

情報ネットワーク施工

Manufacturing Team Challenge 榊原　義彦 男

鈴木　克弥 男

鈴木　講平 男

Mechatronics 北川　龍之介 男

メカトロニクス 藤原　拓真 男

Mechanical Engineering Design - CAD

機械製図ＣＡＤ

CNC Turning

ＣＮＣ旋盤

CNC Milling

ＣＮＣフライス盤

Architectural Stonemasonry

石工

IT Software Solutions for Business

ビジネス業務用ITソフトウェア・ソリューションズ

Welding

溶接

Print Media Technology

印刷

Autobody Repair

自動車板金

Plumbing and Heating

配管

Electronics

電子機器組立て

Web Design

ウェブデザイン

Electrical Installations

電工

Industrial Control

工場電気設備

Plastering and Drywall Systems

左官

Mobile Robotics 古澤　孝幸 男

移動式ロボット 杉浦　仁章 男

Cabinetmaking

家具

Joinery

建具

Carpentry

建築大工

Jewellery

貴金属装身具

Floristry

フラワー装飾

Hairdressing

美容/理容

Beauty Therapy

ビューティーセラピー

Fashion Technology

洋裁

Confectioner/Pastry Cook

洋菓子製造

Automobile Technology

自動車工

Cooking

西洋料理

Restaurant Service

レストランサービス

Car Painting

車体塗装

Landscape Gardening 湯本　光 男 ㈲信州緑地

造園 鈴木　幸 女 ㈱第一緑地

Refrigeration and Air Conditioning

冷凍空調技術

IT Network Systems Administration

ITネットワークシステム管理

Graphic Design Technology

グラフィックデザイン

Construction Metal Work

構造物鉄工

Sheet Metal Technology

曲げ板金

Prototype Modelling

試作モデル製作

Plastic Die Engineering

プラスティック金型

（注1）成績欄の順位は、選手の具体的な得点の順位を記しています。

（注2）敢闘賞は、各種競技において平均点以上を獲得した者のうち、メダルを取得していない者に贈られます。

（※）アルバート・ビダル賞（各職種の平均点を５００点に調整した上で、全選手の中で最高得点を獲得した選手に与えられる賞）

D1 髙峰　征希 男 ㈱デンソー 金メダル

43 中島　貴志 男 マツダ㈱ 敢闘賞（７位）

45 三品　和広 男 トヨタ自動車㈱ 敢闘賞（４位）

40 加藤　敦史 男 ㈱ラーカイラム 敢闘賞（１０位）

42 山下　大輔 男 三菱重工業㈱（神戸造船所） 銀メダル

38 清水　一輝 男 日立アプライアンス㈱（清水事業所） 敢闘賞（９位）

39 西出　拓矢 男 トヨタ自動車㈱ 金メダル

36 井上　航希 男 トヨタ自動車㈱ 敢闘賞（７位）

37

34 松本　大地 男 公益社団法人全日本司厨士協会 ２９位

35 今泉　友里 女 仙台国際ホテル㈱ 敢闘賞（１５位）

１０位

32 佐々木　明日香 女 名古屋製菓専門学校 敢闘賞（６位）

33 横澤　晃平 男 日産自動車㈱ 敢闘賞（５位）

30 佐藤　ななか 女 一般社団法人日本エステティック協会 敢闘賞（８位）

31 小林　冬美 女 ㈻今泉学園　今泉女子専門学校 １６位

28 久保田　一輝 男 フローラント 敢闘賞（８位）

29 弓床　杏奈 女 橿原美容専門学校 ２２位

26 岡本　悠希 男 住友林業建築技術専門校 敢闘賞（４位）

27 安田　亮 男 ㈻水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 敢闘賞（１０位）

24 林　香 女 ㈱カンディハウス ２１位

25 小林　勇樹 男 小林建具店 １９位

23 ㈱デンソー 銅メダル

18 坂本　瑞義 男 ㈱きんでん（神戸支店） 金メダル

19 湯野　和樹 男 ㈱デンソー 銀メダル

17 冨田　慎太郎 男 ㈻電子学園　日本電子専門学校 １７位

21 中澤　大貴 男 長野県左官事業協同組合 敢闘賞（６位）

15 中谷　尚平 男 ㈱千代田設備 １３位

16 鳥畑　慎 男 ㈱日立製作所（水戸事業所） 銅メダル

11 谷本　まりの 女 ㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ 敢闘賞（６位）

13 山田　恭生 男 トヨタ自動車㈱ 金メダル

9 中野　雄都 男 愛知工業大学 敢闘賞（１２位）

10 長谷　翔太 男 ㈱日立製作所（電力システム社　日立事業所） 敢闘賞（７位）

7 奥村　康太 男 トヨタ自動車㈱ 敢闘賞(５位）

8 本　翔平 男 ㈱小林秋三郎商店 銀メダル

㈱きんでん（大阪支社） 金メダル（※アルバート・ビダル賞）

3 ㈱デンソー 銀メダル製造チームチャレンジ

6 石井　優介 男 トヨタ自動車㈱ 銅メダル

第42回技能五輪国際大会（ドイツ・ライプツィヒ大会）　日本代表選手の成績

1 小川　真徳 男 日立オートモティブシステムズ㈱（佐和事業所） ９位

4 トヨタ自動車㈱ 敢闘賞(６位）

5 河合　敏宏 男 小島プレス工業㈱ １３位

2 宇都宮　晋平 男


