
競技職種名

1 機 械 組 立 て  富永　竜矢  愛知県  古谷　尚海  滋賀県  古賀　銀心  愛知県  水垂　陽平  神奈川県 

 黒柳　尚貴  愛知県  古賀　謙人  愛知県  上山　航平  愛知県 

 中野　翔音  神奈川県  八丸　聖哉  大阪府 

 中島　靖浩  神奈川県 

 坂口　将貴  滋賀県 

 浅井　健汰  愛知県 

 徳屋　光  大阪府 

2 プ ラ ス チ ッ ク 金 型  髙野　亜依斗  茨城県  長井　天来  愛知県  米山　裕也  愛知県  芥川　天希  愛知県 

 鎌倉　直人  愛知県  小田川　マルス  茨城県  草深　純輝  埼玉県 

 内田　崇公  群馬県  菅原　大介  埼玉県 

 大野　拓海  茨城県 

 畑田　翼  愛知県 

 近藤　勝美  愛知県 

 小山　駿作  長野県 

 （株）豊田自動織機  （株）豊田自動織機  （株）アイシン 

 いすゞ自動車（株）  （株）クボタ　枚方製造所 

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

 （株）豊田自動織機  パナソニック（株）　くらし事業本部　くらしアプライアンス社  （株）デンソー  東芝ビジネスエキスパート（株） 

 （株）デンソー 

 パナソニック（株）　オペレーショナルエクセレンス社 

 いすゞ自動車（株） 

 パナソニック（株）　くらし事業本部　くらしアプライアンス社 

 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所  富士電機エフテック（株） 

 日立Ａｓｔｅｍｏ（株） 

 日立グローバルライフソリューションズ（株）　多賀事業所  トヨタ自動車（株）  （株）デンソー  トヨタ自動車（株） 

 トヨタ自動車（株）  日立Ａｓｔｅｍｏ（株）  富士電機エフテック（株） 

 セイコーエプソン（株） 

 トヨタ自動車（株） 

 トヨタ自動車（株） 

別紙２
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

3 精 密 機 器 組 立 て  山本　空人  愛知県  斉藤　豊城  茨城県  廣田　幸哉  愛知県  石垣　秀隆  茨城県 

 沖　龍成  長野県  仁田　継人  茨城県 

 小山　友也  茨城県 

 扇下　皓成  大阪府 

 金澤　歩夢  茨城県 

 清水　源樹  愛知県 

4 メ カ ト ロ ニ ク ス  浦崎　裕生  静岡県  橋本　紘明  茨城県  芦　大翔  茨城県  川邉　勇斗  愛知県 

 林　莉久央  静岡県  渡邊　拓海  茨城県  江沼　尚弥  茨城県  松隈　玲音  愛知県 

 赤尾　拓真  愛知県  榊原　史起  愛知県  住田　康輔  神奈川県 

 網本　稜麻  愛知県  山野　元椰  愛知県  吉田　礼弥  神奈川県 

 青木　賢治  愛知県  青栁　僚真  愛知県  長坂　直樹  愛知県 

 矢野　貴嗣  愛知県  岡野　光貴  愛知県  三宅　大地  愛知県 

 市丸　泰平  大阪府 

 中山　陽向  大阪府 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 （株）デンソー  日立Ａｓｔｅｍｏ（株）  （株）デンソー  キヤノン（株） 

 パナソニック（株）　オペレーショナルエクセレンス社 

 日立グローバルライフソリューションズ（株）　多賀事業所 

 セイコーエプソン（株）  日立グローバルライフソリューションズ（株）　多賀事業所 

 福島キヤノン（株） 

 本田技研工業（株）　トランスミッション製造部  日立Ａｓｔｅｍｏ（株）  （株）日立ハイテク　那珂地区  （株）デンソー 

 （株）ジェイテクト  （株）アイシン  日産自動車（株）　座間事業所 

 （株）デンソー 

 本田技研工業（株）　トランスミッション製造部  日立Ａｓｔｅｍｏ（株）  （株）日立ハイテク　那珂地区  （株）デンソー 

 トヨタ紡織（株）  トヨタ自動車（株）  （株）ジェイテクト 

 パナソニック（株）　オペレーショナルエクセレンス社 

 （株）ジェイテクト  （株）アイシン  日産自動車（株）　座間事業所 

 トヨタ紡織（株）  トヨタ自動車（株）  （株）ジェイテクト 

 パナソニック（株）　オペレーショナルエクセレンス社 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  河野　賢太郎  茨城県 

メ カ ト ロ ニ ク ス

 菅原　優輝  茨城県 

 加藤　潤  愛知県 

 吉見　拓真  愛知県 

5 機 械 製 図  木下　侑飛  愛知県  小笠原　千尋  神奈川県  和泉　勇輝  神奈川県 

 梶原　慎太郎  愛知県  草野　紗帆  愛知県 

 南　彰儀  愛知県  立原　龍斗  茨城県 

 野中　英樹  愛知県 

 永田　将大  山口県 

6 旋 盤  飯田　宗一郎  愛知県  椎名　堂衣  茨城県  大胡田　珠侑  神奈川県  星野　秀正  茨城県 

 舟木　柊二  愛知県  倉良　花林  愛知県  田澤　大  茨城県 

 神代　大介  山口県  伊藤　蒼太  愛知県  本多　諒成  愛知県 

 麻生　大揮  愛知県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 日立グローバルライフソリューションズ（株）　多賀事業所 

 （株）豊田自動織機 

 日立グローバルライフソリューションズ（株）　多賀事業所 

 トヨタ自動車（株）  （株）デンソー 

 （株）デンソー  （株）日立ハイテク　那珂地区 

 （株）豊田自動織機 

 トヨタ自動車（株）  日産自動車（株）  日産自動車（株） 

 （株）デンソー  三菱重工業（株）　日立工場  いすゞ自動車（株）  （株）日立ハイテク　那珂地区 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  （株）日立ハイテク　那珂地区 

 （株）豊田自動織機 

 （株）日立製作所　鉄道ビジネスユニット　笠戸事業所 

 （株）日立製作所　鉄道ビジネスユニット　笠戸事業所  （株）ジェイテクト  （株）デンソー 

 （株）豊田自動織機 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  吉田　駿  茨城県 

旋 盤

 酒井　秋馬  愛知県 

 遠藤　紀樹  静岡県 

7 フ ラ イ ス 盤  田中　憧  愛知県  福島　駆  愛知県  瀨川　楓真  神奈川県  是安　玲  愛知県 

 中村　記大  京都府  小貫　真也  茨城県  平松　遼馬  愛知県 

 小野田　裕樹  愛知県  糸山　佳智  愛知県 

 早瀬　修斗  富山県 

 松下　城也  愛知県 

 戸羽　凌雅  神奈川県 

 藤﨑　蓮  茨城県 

8 構 造 物 鉄 工  渡辺　直樹  茨城県  佐藤　和輝  愛知県  小林　飛揚  愛知県  山ヶ城　海翔  兵庫県 

 浅井　咲良  愛知県  黒田　翔大  兵庫県 

 大内　源輝  兵庫県  天野　玲  愛知県 

 三菱重工業（株）　日立工場 

 トヨタ自動車（株） 

 （株）島津製作所  （株）日立ハイテク　那珂地区  トヨタ自動車（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 本田技研工業（株）　トランスミッション製造部 

 （株）デンソー  （株）デンソー  日産自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 日産自動車（株） 

 （株）日立ハイテク　那珂地区 

 ＹＫＫ（株） 

 （株）アイシン 

 三菱重工業（株）　原子力セグメント  （株）豊田自動織機 

 （株）日立製作所　日立事業所  （株）豊田自動織機  （株）豊田自動織機  三菱重工業（株）　原子力セグメント 

 （株）豊田自動織機  三菱重工業（株）　高砂製作所 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

9 電 気 溶 接  宮嶋　慎悟  茨城県  新森　翔太  愛知県  上田　雄大  兵庫県  髙谷　颯一  山口県 

 野澤　駿介  茨城県  阿曽沼　敏康  山口県  松本　直也  長崎県 

 田中　大  愛知県  足立　竜輝  愛知県  青木　岳  茨城県 

 堀江　翔  広島県 

 藤井　将弥  山口県 

10 試 作 モ デ ル 製 作  弓削　真暉  愛知県  𠮷永　彰斗  愛知県  山田　楓真  愛知県 

11 タ イ ル 張 り  高久　いなほ  栃木県  金山　竜靖  石川県  安西　瑠斗  東京都  五戸　雄太  東京都 

 岸　遼河  栃木県 

12 自 動 車 板 金  田中　薫  広島県  吉田　海人  広島県  和田　朋也  神奈川県  小川　力哉  群馬県 

 保髙　輝幸  愛知県  小石　嵩陽  愛知県 

 島田　真太朗  群馬県 

13 曲 げ 板 金  坂根　壮真  広島県  川村　康太  広島県  乙部　佑太朗  愛知県 

 庄司　光太  岡山県 

 （株）日立ビルシステム  （株）豊田自動織機  三菱重工業（株）　高砂製作所  宇部興産機械（株） 

 三菱重工業（株）　呉工場 

 宇部興産機械（株） 

 （株）日立ビルシステム  （株）日立製作所　鉄道ビジネスユニット　笠戸事業所  三菱重工業（株）　長崎造船所 

 （株）豊田自動織機  （株）豊田自動織機  （株）日立インダストリアルプロダクツ　土浦事業所 

 ハシモ（株） 

 マツダ（株）  マツダ（株）  日産自動車（株）  （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 ハシモ（株）  中橋タイル（株）  共立タイル（株）  共立タイル（株） 

 マツダ（株）  マツダ（株）  （株）デンソー 

 三菱自動車工業（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

14 配 管  石井　悠貴  栃木県  嶺井　政明  東京都  西山　将矢  新潟県  大川　喜紀  愛知県 

 益子　亮太  栃木県  小瀧　悠大  茨城県  三宅　亮  島根県 

 山田　純暉  島根県  亀谷　英也  岩手県  牧原　大斗  愛知県 

 塩野　有人  島根県 

 松岡　亮佑  熊本県 

 佐藤　尚吾  宮城県 

 中能　七海  山口県 

15 電 子 機 器 組 立 て  小川　大樹  茨城県  松田　武流  栃木県  内山　雅也  茨城県  中島　丈瑠  愛知県 

 鎌田　聖士  神奈川県  岡田　明弘  愛知県  飯野　神  茨城県 

 前田　公太  茨城県  梅﨑　圭惟  愛知県 

 廣川　皓司  栃木県 

 松本　優  愛知県 

 島根電工（株）  岩手県立産業技術短期大学校水沢校  武田機工（株）　滝工場　現業部 

 島根電工（株） 

 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支店  西原工事（株）  （株）千代田設備  武田機工（株）　滝工場　現業部 

 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支店  （株）関電工　東関東営業本部　茨城支店  シンセイ技研（株） 

 （株）桐田商会 

 （株）日立製作所　水戸事業所  本田技研工業（株）　生産技術統括部  （株）日立ビルシステム  （株）デンソー 

 熊本県立小川工業高等学校 

 （株）アトマックス 

 本田技研工業（株）　生産技術統括部 

 トヨタ自動車（株） 

 日産自動車（株）  トヨタ自動車（株）  キヤノン（株） 

 キヤノン（株）  トヨタ自動車（株） 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

16 電 工  一本嶋　優  東京都  中村　祥大  京都府  谷　一希  佐賀県  田村　友太  青森県 

 新𣘺　翼  東京都  吉田　梓恩  群馬県  上休場　唯澄  愛知県 

 粕谷　俊輔  山形県  杉原　昂  兵庫県 

 武藤　充生  宮城県 

 南　和生  福岡県 

 松尾　耕大  長崎県 

 今野　汐音  宮城県 

 山内　泰輝  香川県 

17 工 場 電 気 設 備  山下　航平  愛知県  永田　颯大  愛知県  浅田　陸人  愛知県  指首　友哉  栃木県 

 山﨑　大樹  茨城県  渡辺　聖輝  福島県 

18 石 工  山田　海統  愛知県  楠名　康輔  愛知県 

19 左 官  矢野　啓人  東京都  百合嶋　岬  愛知県  神田　尚紀  千葉県  鈴木　啓力  静岡県 

 青木　幸大  千葉県  宇都宮　零二  福岡県 

 （株）ユアテック　エンジニアリング本部　電気設備部  （株）きんでん　神戸支店 

 （株）ユアテック　エンジニアリング本部　電気設備部 

 （株）関電工　東京営業本部　東京支店　中央支社  （株）きんでん　京都支店  （株）九電工  （株）ユアテック　エンジニアリング本部　電気設備部 

 （株）関電工　東京営業本部　東京支店　北部支社  （株）関電工　北関東・北信越営業本部　群馬支店  （株）トーエネック　教育センター 

 （株）ユアテック　エンジニアリング本部　電気設備部 

 （株）四電工 

 （株）九電工 

 （株）九電工 

 （有）磯貝彫刻  石嶽石工業（有） 

 丸山産業（株）  （株）佐々木美建  住友林業建築技術専門校  ハマニ（株） 

 （株）デンソー  （株）デンソー  （株）デンソー  ギガフォトン（株） 

 （株）日立製作所　大みか事業所  （株）ＩＨＩ 

 住友林業建築技術専門校  （株）バウビオジャパン 
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競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

20 家 具  石橋　葵  山形県  稲原　匠  岐阜県  岡　沙奈江  島根県  小野　竜平  北海道 

 横谷　辰也  岐阜県  田中　基貴  島根県  中川　仁  北海道 

 土岐　直史  北海道 

21 建 具  鳥井　裕也  北海道  古谷　竜也  北海道  山口　洸樹  鹿児島県 

 新村　勇征  鹿児島県 

22 建 築 大 工  関根　祥智  東京都  祝迫　篤樹  愛知県  田代　悠太  埼玉県  小山　楓太  群馬県 

 松村　拓夢  埼玉県  新谷　龍太  岩手県  石川　るい  山形県 

 羽田　直道  千葉県  関本　誠之介  千葉県  加藤　新海  千葉県 

 藤田　弦  埼玉県 

 池田　健汰  愛知県 

 小山内　美久哉  千葉県 

 堀口　響生  千葉県 

 平田　翔太  千葉県 

 布谷　充  埼玉県 

 飛騨産業（株）  （株）装備  北海道立旭川高等技術専門学院 

 北海道立旭川高等技術専門学院 

 （株）天童木工  飛騨産業（株）  （株）装備  北海道立旭川高等技術専門学院 

 職業能力開発短期大学校　東京建築カレッジ  （株）堀井工務店  ポラスハウジング協同組合  全建総連　群馬県建築業組合連合会 

 （学）ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科  （有）東山建設  和田建築 

 （有）髙橋加工部  北海道立帯広高等技術専門学院  山口建装（株） 

 山口建装（株） 

 池田建築 

 住友林業建築技術専門校 

 住友林業建築技術専門校  住友林業建築技術専門校  住友林業建築技術専門校 

 ポラスハウジング協同組合 

 ポラスハウジング協同組合 

 住友林業建築技術専門校 

 住友林業建築技術専門校 
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 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 
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23 貴 金 属 装 身 具  井上　泰世  東京都  松村　大梧  東京都  岡村　乙未  東京都 

 陶山　玖門  山梨県 

24 フ ラ ワ ー 装 飾  桜井　春希  長野県  松田　睦輝  埼玉県  小松　奈津美  福岡県  加藤　葉月  静岡県 

 浦嶋　ゆま  福岡県  木村　綾真  静岡県 

 北　勇太郎  石川県  児玉　光世  宮崎県 

 露木　優里花  沖縄県 

 舩橋　さくら  愛知県 

 鈴木　心暖  静岡県 

 横田　和奏  静岡県 

 鈴木　花  静岡県 

 山本　歩佳  愛知県 

 乾　瞬大  東京都 

 （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 

 専門学校　九州スクール・オブ・ビジネス  （有）キウチ生花 

 幾何デザイン  （有）奇日根 

 山梨県立宝石美術専門学校 

 （株）Ｓ・Ｋ花企画  テクノ・ホルティ園芸専門学校  専門学校　九州スクール・オブ・ビジネス  静岡デザイン専門学校 

 静岡県立田方農業高等学校 

 静岡県立田方農業高等学校 

 沖縄県立南部農林高等学校 

 専門学校　名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 

 （学）伊東学園　東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 

 静岡県立田方農業高等学校 

 専門学校　名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 
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25 美 容  安間　耕助  東京都  鶉野　美咲  大阪府  𠮷田　鈴夏  大阪府  向峯　義人  奈良県 

 井ノ上　愛  奈良県  中道　智紀  大阪府  渡邉　詞音  京都府 

 横山　実世  大阪府  一箭　恵梧  大阪府  後藤　生帆  徳島県 

 近藤　虎太朗  徳島県 

 杉本　沙也香  愛知県 

26 理 容  内藤　千優  神奈川県  福本　美羽  愛知県  仲川　遼  神奈川県  二川原　啓太郎  栃木県 

 井上　憂人  栃木県  田代　卓巳  神奈川県 

27 洋 裁  田代　まどか  宮崎県  森　莉菜  岡山県  古地　薫  静岡県  俵原　優実  広島県 

 出光　ひなか  福岡県  大良　彩華  宮崎県 

 笹埜　侑花  岡山県 

28 洋 菓 子 製 造  窪田　楓  広島県  石垣　美奈  新潟県  日高　未菜  広島県  栗栖　香枝  広島県 

 遠藤　理利菓  新潟県  阿部　祥佳  新潟県 

 米山　明希  新潟県 

29 自 動 車 工  髙﨑　海音  神奈川県  久米　勇夢  神奈川県 

 （学）国際文化学園  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  橿原美容専門学校 

 専修学校　徳島県美容学校 

 （株）タカミ 

 橿原美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  （株）にしはら 

 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  専修学校　徳島県美容学校 

 （株）ＴＳＩソーイング  専門学校　岡山ビジネスカレッジ  ウサギヤ洋装店匠工房  （株）Ａｓａｈｉｃｈｏ 

 香蘭ファッションデザイン専門学校  （株）ＴＳＩソーイング 

 （株）玄  ヘアステーションＬＥＯＮ  ＭＡＸＩＭ　ＮＡＫＡＩ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋ　ｓｔｕｄｉｏ  ビューティアトリエグループ 

 ビューティアトリエグループ  ＭＡＸＩＭ　ＮＡＫＡＩ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋ　ｓｔｕｄｉｏ 

 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん  にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 

 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 

 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 

 （学）古沢学園　広島製菓専門学校  にいがた製菓・調理専門学校えぷろん  （学）古沢学園　広島製菓専門学校  （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

 日産自動車（株）  日産自動車（株） 
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30 西 洋 料 理  上田　那月  新潟県  村井　流  神奈川県  神原　綾華  広島県  福井　陽  静岡県 

 戸塚　風花  神奈川県  青木　遥  岩手県  郷原　郁久美  広島県 

 赤羽　峻汰  新潟県  小尻　真子  広島県 

 太田　知志  長野県 

 石井　菜々美  東京都 

 阿部　知華  福島県 

 大内　翔斗  沖縄県 

31 造 園  田子　雅也  埼玉県  池田　虎汰郎  大阪府  滝田　凪砂  宮城県  勝又　大雅  三重県 

 田中　愛華  奈良県  山下　梨咲  山口県  小泊　達也  長野県 

 松重　達也  岡山県 

 床爪　雄陽  群馬県 

 笠原　湧太  東京都 

 行守　真優  岡山県 

 （一社）全日本司厨士協会　関東総合地方本部　神奈川県本部  菜園調理師専門学校  （株）リーベリア 

 国際調理製菓専門学校  広島県立総合技術高等学校 

 国際調理製菓専門学校  （一社）全日本司厨士協会　関東総合地方本部　神奈川県本部  広島県立総合技術高等学校  ホテルコンコルド浜松 

 （株）エヌジェイアイ 

 （株）アリビラホテルマネージメント 

 アルピコホテルグループ　ホテルブエナビスタ 

 （学）誠心学園　東京誠心調理師専門学校 

 （株）武田芳翠園 

 群馬県立勢多農林高等学校 

 （学）ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科  （株）髙橋造園土木  （株）藤見園  三重県立四日市農芸高等学校 

 奈良県立磯城野高等学校  山口県立宇部西高等学校  牛山造園 

 （株）大場造園 

 岡山県立興陽高等学校 
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32 和 裁  関根　瑠生  京都府  長谷川　彩華  愛知県  本間　茅乃  新潟県  宮原　那奈  京都府 

 伊藤　早紀  静岡県  西野　瑠華  愛知県  渡邊　さや香  静岡県 

 三瓶　以杏  愛知県 

33 日 本 料 理  岡本　泉美  兵庫県  深澤　恵  神奈川県  伊藤　竜汰  東京都  西　悠晃  神奈川県 

 出雲　仁哉  香川県  福山　日和  沖縄県  芦田　勇介  和歌山県 

 渡邊　颯人  栃木県  滝　崇磨  佐賀県 

 瀬口　翼  京都府 

 森田　麻奈美  山口県 

 遠藤　暉沙羅  山形県 

 大針　優月  新潟県 

34 レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス  賀長　乃彩羅  栃木県  平安　陽  沖縄県  紋川　裕太  愛知県  丸川　芽依  宮城県 

 残間　彩  宮城県  大城　玲央奈  沖縄県  横山　美咲  山形県 

 西川　大樹  宮崎県  隺田　凌  東京都 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 大島和裁  東亜和裁  東亜和裁  （有）足立和裁研究所 

 辻村和服専門学校  東亜和裁  辻村和服専門学校 

 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭  （学）新島学園　沖縄調理師専門学校  ホテル　川久 

 国際テクニカル調理製菓専門学校  西九州大学　健康栄養学部　健康栄養学科 

 東亜和裁 

 天地の宿　奥の細道  鎌倉あじさい荘  武蔵野調理師専門学校  箱根小涌谷温泉水の音 

 心月 

 国際調理製菓専門学校 

 （有）花かがみ 

 （株）割烹いちはな 

 フェニックスリゾート（株）  （株）ホテルオークラ東京 

 （株）東武ホテルマネジメント　宇都宮東武ホテルグランデ  （株）アリビラホテルマネージメント  （株）シャインズ  仙台国際ホテル（株） 

 仙台ターミナルビル（株）　ホテルメトロポリタン仙台  ウェルネスリゾート沖縄休暇センター　ユインチホテル南城  （株）スペシャルデイ・インク 

12／15



競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  東門　清華  沖縄県 

レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス

 白木　礼人  東京都 

35 車 体 塗 装  宇野　快人  愛知県  星野　悠音  愛知県  鈴木　吏乃  愛知県 

36 冷 凍 空 調 技 術  山中　智揮  静岡県  川口　叶夢  静岡県  佐藤　恵太  長野県  竹前　綾人  長野県 

 中村　明香里  長野県 

 遠藤　響希  埼玉県 

 宮坂　めぐみ  長野県 

 石川　京介  埼玉県 

37 ITネットワークシステム管理  大山　舜矢  愛知県  水野　公貴  愛知県 

 畑　竜成  愛知県 

38 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工  水谷　匠吾  埼玉県  大益　英士  滋賀県  元井　健太  大阪府  谷川　和樹  兵庫県 

 鳥羽　有珠  埼玉県  宮野　龍斗  富山県  村田　博規  埼玉県 

 勝村　駿  大阪府  田口　優  東京都 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 沖縄職業能力開発大学校 

 日立ジョンソンコントロールズ空調（株）　清水事業所  日立ジョンソンコントロールズ空調（株）　清水事業所  オリオン機械（株）  オリオン機械（株） 

 オリオン機械（株） 

 （株）帝国ホテル 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 ＪＲ東日本テクノロジー（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 ＪＲ東日本テクノロジー（株） 

 オリオン機械（株） 

 エクシオグループ（株）  北陸電気工事（株）  エクシオグループ（株） 

 （株）きんでん　大阪支社  （株）関電工　社会インフラ統轄本部 

 トヨタ自動車（株） 

 エクシオグループ（株）  （株）きんでん　滋賀支店  （株）ミライト・テクノロジーズ  （株）きんでん　神戸支店 
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（ 前 ペ ー ジ か ら ）  吉田　陽菜  大阪府 

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工

 村上　栄実里  埼玉県 

 渡邉　翔  埼玉県 

39 ウ ェ ブ デ ザ イ ン  長倉　由喜  神奈川県  遠藤　幸野  神奈川県  田中　俊希  長野県  菊地　聖治  東京都 

 岡崎　流依  大阪府  宮下　莉静  愛知県  仙石　蒼彩  愛知県 

 戸田　駿太  愛知県  吉池　貴宏  東京都  成瀬　晴都  愛知県 

40 と び  小山　空我  東京都  藤原　瑠偉  広島県  秩父　烈  東京都 

 岡田　司  山口県 

41 時 計 修 理  高橋　未来  秋田県  伊藤　海成  長野県  安ケ平　結李加  岩手県  長久保　優  岩手県 

 奥山　未麗  秋田県  後藤　みり  東京都  楠元　里奈  岩手県 

 本島　幸恵  長野県  中尾　歩月  滋賀県 

 島﨑　流伊  長野県 

 エクシオグループ（株） 

 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校  （学）岩崎学園　情報科学専門学校  セイコーエプソン（株）  （株）ベースメントファクトリープロダクション 

 （株）ミライト・テクノロジーズ 

 エクシオグループ（株） 

 向井建設（株）  （株）田畑技建工業  （株）鈴木組 

 （有）栗栖工業 

 （学）山口学園　ＥＣＣコンピュータ専門学校  名古屋市立工芸高等学校  名古屋市立工芸高等学校 

 愛知県立愛知総合工科高等学校  （学）電子学園　日本電子専門学校  愛知県立愛知総合工科高等学校 

 シチズン時計マニュファクチャリング（株）　飯田殿岡工場  近江時計眼鏡宝飾専門学校 

 シチズン時計マニュファクチャリング（株）　ミヨタ佐久工場 

 秋田エプソン（株）  シチズン時計マニュファクチャリング（株）　飯田殿岡工場  盛岡セイコー工業（株）  盛岡セイコー工業（株） 

 秋田エプソン（株）  セイコータイムラボ（株）  盛岡セイコー工業（株） 

14／15



競技職種名

第５９回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

別紙２

42 移 動 式 ロ ボ ッ ト  迫田　将樹  愛知県  加藤　晃規  愛知県 

 吉竹　宥人  愛知県  澤岻　功  愛知県 

 山内　陸  愛知県 

 若杉　斗馬  愛知県 

 （株）アイシン 

 （株）アイシン 

 （株）デンソー  （株）デンソー 

 （株）デンソー  （株）デンソー 

15／15


