
第56回技能五輪全国大会　参加者名簿

※外字等表示できない文字は、類似の文字で掲載しております。

No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

青森県 造園 大澤　夢樹 1997 女 （株）みちのく庭園

青森県 造園 小笠原　拓斗 1997 男 （株）みちのく庭園

群馬県 造園 高橋　一渓 2000 男 群馬県立勢多農林高等学校

群馬県 造園 田子　雅也 2002 男 群馬県立勢多農林高等学校

埼玉県 造園 石原　颯大 2000 男 （学）ものつくり大学

埼玉県 造園 江口　裕太 1999 男 ものつくり大学

千葉県 造園 大木　誉也 2000 男 千葉県立我孫子高等技術専門校

千葉県 造園 出口　春樹 2000 男 千葉県立我孫子高等技術専門校

東京都 造園 佐藤　響也 1998 男 中央工学校

東京都 造園 柳澤　幸介 1998 男 中央工学校

東京都 造園 内田　里子 1999 女 東京都立園芸高等学校

東京都 造園 森田　郁弥 2000 男 東京都立園芸高等学校

岐阜県 造園 栗山　晟一 1996 男 （株）岐東庭園

岐阜県 造園 鈴木　琢心 1997 男 （株）岐東庭園

愛知県 造園 久米　晃平 2000 男 愛知県立猿投農林高等学校

愛知県 造園 日比谷　あゆめ 2001 女 愛知県立猿投農林高等学校

愛知県 造園 豊田　壮馬 1998 男 （株）市川造園

愛知県 造園 渡辺　将隆 1996 男 庭秀

三重県 造園 位田　智紀 2000 男 三重県立四日市農芸高等学校

三重県 造園 塩月　翔大 2000 男 三重県立四日市農芸高等学校

滋賀県 造園 石坂　暢琢 1997 男 （株）近江庭園

滋賀県 造園 宇都宮　盟 1997 女 （株）近江庭園

京都府 造園 大西　陽生郎 2001 男 京都府立農芸高等学校

京都府 造園 野邊　翔 2001 男 京都府立農芸高等学校

大阪府 造園 大津　風佳 2000 女 大阪府立園芸高等学校

大阪府 造園 武市　清音 2001 男 大阪府立園芸高等学校

大阪府 造園 岩﨑　美暉 1998 男 （株）髙橋造園土木

大阪府 造園 髙橋　葉 2000 男 （株）髙橋造園土木

大阪府 造園 入江　一輝 1998 男 （株）涼樹園

大阪府 造園 宮田　恒季 1999 男 （株）涼樹園

兵庫県 造園 福岡　潤摩 2001 男 兵庫県立農業高等学校

兵庫県 造園 森岡　欣信 2001 男 兵庫県立農業高等学校

奈良県 造園 名田　翔馬 1997 男 （株）中造園

奈良県 造園 松並　直弥 2000 男 （株）中造園

奈良県 造園 浦辻　知菜莉 2000 女 奈良県立磯城野高等学校

奈良県 造園 中野　太一 2000 男 奈良県立磯城野高等学校

鳥取県 造園 筧　龍八 2000 男 鳥取県立鳥取湖陵高等学校

鳥取県 造園 玉尾　悠人 2001 男 鳥取県立鳥取湖陵高等学校

岡山県 造園 原田　汐里 2000 女 岡山県立興陽高等学校

岡山県 造園 松重　達也 2000 男 岡山県立興陽高等学校

山口県 造園 藤井　幹太 1998 男 （株）髙山造庭園

山口県 造園 真鍋　幹汰 1998 男 （株）髙山造庭園

福岡県 造園 小渡　柳衣 1998 男 西日本短期大学

福岡県 造園 村角　尚哉 1998 男 西日本短期大学

佐賀県 造園 石丸　怜耶 1999 男 （有）山田造園

佐賀県 造園 高﨑　晏睦 1998 男 （有）山田造園

熊本県 造園 一瀬　公成 2001 男 熊本県立北稜高等学校

熊本県 造園 今村　太一 2001 男 熊本県立北稜高等学校

大分県 造園 藤内　志紀 1995 男 （株）池部造園

大分県 造園 好﨑　健太 1998 男 平松学園　大分短期大学　園芸科

宮崎県 造園 大木　槙 1997 男 南九州大学

宮崎県 造園 町田　英哉 1996 男 南九州大学

沖縄県 造園 安里　一希 2001 男 沖縄県立中部農林高等学校

沖縄県 造園 比屋根　彰馬 1999 男 末吉園（株）
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沖縄県 造園 稲嶺　佑哉 2001 男 沖縄県立中部農林高等学校

沖縄県 造園 金城　進志 2000 男 沖縄県立中部農林高等学校

沖縄県 造園 高良　一晟 2001 男 沖縄県立南部農林高等学校

沖縄県 造園 玉城　光太 2000 男 沖縄県立南部農林高等学校

沖縄県 造園 當間　元士 1997 男 金秀建設（株）

沖縄県 造園 玉那覇　兼吾 1996 男 （有）緑新開発
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