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No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

1 北海道 配管 久我　優樹 1999 男 （株）進興工業

2 岩手県 配管 佐々木　航 1999 男 岩手県立産業技術短期大学校水沢校

3 岩手県 配管 馳田　陸 1998 男 岩手県立産業技術短期大学校水沢校

4 岩手県 配管 下村　信人 1998 男 岩手日化サービス（株）

5 宮城県 配管 大内　智宣 1999 男 （株）興盛工業所

6 秋田県 配管 三浦　拓也 1995 男 山二施設工業（株）　能代営業所

7 山形県 配管 山川　尚也 1997 男 弘栄設備工業（株）

8 山形県 配管 熊澤　希 1998 女 山形県立産業技術短期大学校

9 山形県 配管 佐藤　広都 1998 男 山形県立産業技術短期大学校

10 山形県 配管 青山　絵里 1996 女 山住設備（株）

11 茨城県 配管 板橋　優斗 1999 男 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

12 茨城県 配管 伊藤　遥樹 1998 男 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

13 茨城県 配管 関根　一磨 1999 男 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

14 茨城県 配管 鈴木　廉也 1996 男 （株）関電工　東関東営業本部　茨城支店

15 茨城県 配管 諸澤　明良 1996 男 （株）関電工　東関東営業本部　茨城支店

16 栃木県 配管 宮本　唯太 1997 男 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支店

17 栃木県 配管 川和　克也 1997 男 （株）小出熱機工業

18 栃木県 配管 碇　侑也 2001 男 栃木県立宇都宮工業高等学校

19 栃木県 配管 小田原　渓太 1998 男 栃木県立県央産業技術専門校

20 栃木県 配管 名畑目　尚斗 1998 男 栃木県立県央産業技術専門校

21 栃木県 配管 伊澤　圭祐 1999 男 和田工業（株）

22 群馬県 配管 木暮　翔太 1999 男 （株）ヤマト

23 群馬県 配管 小林　俊介 1997 男 （株）ヤマト

24 埼玉県 配管 田口　翔 1996 男 セイフル（株）

25 東京都 配管 亀谷　和生 1999 男 西原工事（株）

26 東京都 配管 箱石　翼 1997 男 西原工事（株）

27 東京都 配管 山口　永悟 1998 男 西原工事（株）

28 東京都 配管 西ノ原　祥太 1997 男 （株）西原設備

29 新潟県 配管 大塚　瑞希 1998 男 （株）千代田設備

30 新潟県 配管 川口　翼 1998 男 （株）千代田設備

31 新潟県 配管 高橋　辰之介 2000 男 新潟県立新潟工業高等学校

32 長野県 配管 渡邉　慈 1997 男 （株）大和ホーム工業

33 愛知県 配管 大嶋　翼 1997 男 武田機工（株）　額田工場　製造部

34 大阪府 配管 佐藤　奎伸 2001 男 大阪府立布施工科高等学校

35 島根県 配管 山根　康広 1996 男 アクアシステム（株）

36 島根県 配管 稗田　悠人 1998 男 イマックス（株）

37 島根県 配管 春名　冠汰 1997 男 山陰酸素エンジニアリング（株）

38 島根県 配管 長尾　彰悟 1998 男 島根電工（株）

39 島根県 配管 荒砂　泰智 1998 男 シンセイ技研（株）

40 島根県 配管 金津　天 1998 男 シンセイ技研（株）

41 島根県 配管 松本　幸大 1996 男 新和設備工業（株）

42 島根県 配管 江尻　隆真 1995 男 （株）太陽水道工事

43 岡山県 配管 大坂　駿斗 1997 男 岡山県立南部高等技術専門校

44 岡山県 配管 長田　祐八 1995 男 岡山県立南部高等技術専門校

45 広島県 配管 中能　七海 2001 女 広島市立広島工業高等学校

46 広島県 配管 東谷　幸憲 2000 男 広島市立広島工業高等学校

47 香川県 配管 橋谷　勇希 1996 男 浦川設備興業（株）

48 香川県 配管 三好　正和 1999 男 （株）三渓設備

49 熊本県 配管 芹川　頼也 1998 男 熊本県立高等技術専門校

50 熊本県 配管 中村　聡一郎 1996 男 熊本県立高等技術専門校

51 沖縄県 配管 宇良　篤紀 1995 男 （株）大川工業

52 沖縄県 配管 嶺井　政明 2000 男 沖縄県立南部工業高等学校

53 沖縄県 配管 比嘉　悠斗 2000 男 沖縄県立美里工業高等学校

54 沖縄県 配管 屋宜　宣好 1999 男 三栄工業（株）

55 沖縄県 配管 池原　優一 1996 男 （有）ヤマウチ設備


