
（別紙１）

（敬称略）

№ 職種名 氏名 フリガナ
所属先名

成績

Polymechanics and Automation

ポリメカニクス

Information Network Cabling

情報ネットワーク施工

Manufacturing Team Challenge 市川　幹人 イチカワ　ミキト

壁谷　公貴 カベヤ　コウキ

山下　慎三朗 ヤマシタ  シンザブロウ

Mechatronics 松本　浩樹 マツモト　ヒロキ

メカトロニクス 森本　涼太 モリモト　リョウタ

Mechanical Engineering 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

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 Technologies

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 清水　雄斗 シミズ　ユウト

移動式ロボット 中西　純 ナカニシ　ジュン

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

Pâtisserie and Confectionery

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 石坂　暢琢 イシザカ　マサタカ

造園 宇都宮　盟 ウツノミヤ　メイ

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

Plastic Die Engineering

プラスティック金型

Prototype Modelling

試作モデル製作

Industrial Mechanic Millwright

産業機械組立て

Cloud Computing

クラウドコンピューティング

Cyber Security 清水　祐太郎 シミズ　ユウタロウ (株)サイバーディフェンス研究所

サイバーセキュリティ 林　義徳 ハヤシ　ヨシノリ (学)岩崎学園 情報科学専門学校

（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700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。
（注3）WorldSkills International からの最終公式資料によっては、順位に変動がある可能性があります。

第45回技能五輪国際大会（ロシア連邦・カザン）　日本代表選手の成績

1 岩見　泰輝 イワミ　タイキ (株)デンソー ７位

金メダル

3 (株)デンソー 銀メダル製造チームチャレンジ

4 (株)デンソー 銅メダル

2 志水　優太 シミズ　ユウタ (株)きんでん

敢闘賞（６位）

6 公文　未歩 クモン　ミホ トヨタ自動車(株) 銀メダル

5 沼畑　辰也 ヌマハタ　タツヤ (株)日立ハイテクノロジーズ

銀メダル

8 上田　圭悟 ウエダ　ケイゴ (有)ムレギ・ストーン １１位

7 菊池　優斗 キクチ　ユウト (株)日立ハイテクノロジーズ

２０位

10 吉田　悠太 ヨシダ　ユウタ (株)日立インダストリアルプロダクツ 銅メダル

9 菅原　敏夫 スガワラ　トシオ 宮城県工業高等学校

敢闘賞（６位）

12 加藤　宏基 カトウ　コウキ トヨタ自動車(株) 銅メダル

11 湯地　龍也 ユジ　リュウヤ 凸版印刷(株)

敢闘賞（７位）

14 北本　悠真 キタモト　ユウマ トヨタ自動車(株) 銅メダル

13 箱石　翼 ハコイシ　ツバサ 西原工事(株)

敢闘賞（１５位）

16 清水　貴央 シミズ　タカオ (株)トーエネック 敢闘賞（６位）

15 阿部　金矢 アベ　カナヤ 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校

19 (株)デンソー 敢闘賞（４位）

20 山口　智大 ヤマグチ　トモヒロ (株)ガージーカームワークス 敢闘賞（９位）

敢闘賞（６位）

18 前橋　康平 マエバシ　コウヘイ (株)町田建塗工業 １０位

17 萱原　勝太 カヤハラ　ショウタ (株)デンソー

１７位

22 岩原　大樹 イワハラ　ダイキ 住友林業ホームエンジニアリング(株) ９位

21 安久津　幸紀 アクツ　コウキ (有)髙橋加工部

１１位

24 猪狩　由生菜 イガリ　ユウナ (株)花弘 １８位

23 小島　佑太 コジマ　ユウタ (学)水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

敢闘賞（１６位）

26 西村　彩和子 ニシムラ　サワコ (株)ソシエ・ワールド((一社)日本エステティック協会) 敢闘賞（７位）

25 三澤　陽 ミザワ　ハルカ (学)グラムール学院　グラムール美容専門学校

敢闘賞（１１位）

28 川合　黎奈 カワイ　レイナ (学)中西学園　名古屋製菓専門学校 敢闘賞（５位）

27 三上　悠 ミカミ　ハルカ (株)三和ドレス

敢闘賞（４位）

30 近藤　奈菜 コンドウ　ナナ (株)横浜ロイヤルパークホテル((一社)全日本司厨士協会) ３０位

29 内尾　咲斗 ウチオ　サキト 日産自動車(株)

33 (株)近江庭園 敢闘賞（４位）

34 北澤　未鈴 キタザワ　ミスズ オリオン機械(株) ２１位

２７位

32 八木沢　柾哉 ヤギサワ　マサヤ トヨタ自動車(株) ２１位

31 知念　栞子 チネン　シオコ ザ・テラスホテルズ(株)(ザ・ブセナテラス)

敢闘賞（４位）

36 安保　星奈 アンボ　セナ (株)タカヤ ２６位

35 川島　一馬 カワシマ　カズマ トヨタ自動車(株)

敢闘賞（５位）

38 伊藤　大晟 イトウ　ヒロアキ 日立ジョンソンコントロールズ空調(株)　栃木事業所 ８位

37 牧野　寛也 マキノ　トモヤ 三菱重工業(株)

銅メダル

42 敢闘賞（６位）

41 濵﨑　智宏 ハマサキ　トモヒロ (株)デンソー

銅メダル

40 坂元　裕二郎 サカモト　ユウジロウ (株)デンソー 金メダル

39 松添　美海 マツゾエ　ミウミ トヨタ自動車(株)


